
窃盗４罪種の市内対比危険度は３です。窃盗４罪種の合計は７件で前年同期の発生も９件でほぼ
変動はありませんでした。昨年に引続き、未だ侵入盗、車上・部品ねらい及び自転車盗の発生は
認知されています。侵入盗対策として、ドアや窓に補助錠を増設、センサーライトの活用、また
車上・部品ねらい対策としては、少しの時間でも自身が管理する貴重品等から目や手から離さな
いように心掛けることが被害防止に効果的です。地区内では無施錠の自転車が狙われています。
ワイヤー錠などを使っての２ロックを徹底しましょう。
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※危険度は、人口
１人あたりの犯
罪発生件数で判
別しています。

松戸市犯罪発生マップ 松飛台交番管内 2021.1月～6月版
(住宅対象侵入盗、自動車盗、ひったくり、車上・部品ねらい）
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うち
施錠なし

牧 の 原 0 - 1 ±0
五 香 西 １ 丁 目 0 ±0 - 2
五 香 西 ２ 丁 目 2 2 + 2 - 1
五 香 西 ３ 丁 目 1 1 ±0 1 1 + 1
五 香 西 ４ 丁 目 0 ±0 ±0
五 香 西 ５ 丁 目 0 ±0 1 1 + 1
五 香 西 ６ 丁 目 1 1 ±0 ±0
松 飛 台 0 - 3 3 2 + 2
串 崎 新 田 1 2 3 + 3 1 1 - 1
串 崎 南 町 0 - 1 - 1

計 2 1 0 4 7 ±0 6 5 - 1

計
前 年
同 期 比

自転車盗
前 年
同 期 比

　　　              罪種
   町名

住宅対象
侵入盗

自動車盗 ひったくり
車上・部
品ねらい


入力（現年）

		令和３年 レイ ワ ネン		1月～ ガツ		6		月　【現年】 ガツ ゲン ネン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク

		整理番号
（警察） セイリ バンゴウ ケイサツ		管理番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		町名 チョウメイ		総数 ソウスウ		空き巣 ア ス		忍び込み シノ コ		住宅対象侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		自転車盗 ジテンシャ トウ				ひったくり		車上ねらい シャジョウ		部品ねらい ブヒン		車上・部品
ねらい シャジョウ ブヒン		窃盗4罪種
計 セットウ ツミ タネ ケイ		（参考）
詐欺 サンコウ サギ

																						うち
施錠なし セジョウ

		205		1		駅前		樋野口		6						0				2		1								0		0

		63		2		駅前		根本		23						0				13		8				1				1		1

		213		3		駅前		本町		33						0				1										0		0		3

		100		4		駅前		小山		4						0														0		0		1

		101		5		駅前		松戸		161				2		2				17		11								0		2		6

		149		6		小根本		竹ケ花		3						0				1		1								0		0		1

		23		7		小根本		吉井町		0						0														0		0

		99		8		小根本		小根本		6						0				2		2				1				1		1		1

		224		9		小根本		緑ケ丘１丁目		1						0														0		0

		225		10		小根本		緑ケ丘２丁目		0						0														0		0

		35		11		小根本		胡録台		5						0														0		0

		22		12		小根本		岩瀬		4						0										1				1		1		1

		156		13		北松戸		中根		1						0				1										0		0

		118		14		北松戸		新作		5		2				2				2		2				1				1		3

		159		15		北松戸		中和倉		9		1				1				3										0		1		1

		207		16		北松戸		北松戸１丁目		4						0				2		1								0		0

		208		17		北松戸		北松戸２丁目		5						0								1						0		1

		209		18		北松戸		北松戸３丁目		0						0														0		0

		104		19		北松戸		上本郷		42		2				2		1		12		6				3		2		5		8		2

		170		20		北松戸		南花島		1						0														0		0

		171		21		北松戸		南花島１丁目		1						0														0		0

		172		22		北松戸		南花島２丁目		2						0										1				1		1

		173		23		北松戸		南花島３丁目		3						0				1										0		0

		174		24		北松戸		南花島４丁目		0						0														0		0

		175		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		0						0														0		0

		18		26		新松戸		横須賀１丁目		4		1				1										2				2		3

		19		27		新松戸		横須賀２丁目		2		1				1														0		1

		130		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		2						0														0		0

		131		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		5						0				1		1								0		0

		119		30		新松戸		新松戸１丁目		27		1				1				12		3								0		1

		120		31		新松戸		新松戸２丁目		17						0				4		4				1				1		1		1

		121		32		新松戸		新松戸３丁目		24						0				4		1				2				2		2		2

		122		33		新松戸		新松戸４丁目		13						0				8		3				1				1		1		1

		123		34		新松戸		新松戸５丁目		8						0				1										0		0		1

		124		35		新松戸		新松戸６丁目		3						0										2				2		2		1

		125		36		新松戸		新松戸７丁目		6		1				1		1								1				1		3

		126		37		新松戸		新松戸東		4						0				2										0		0

		54		38		新松戸		幸谷		14						0				7		5								0		0

		13		39		栄町		栄町西１丁目		1						0										1				1		1

		14		40		栄町		栄町西２丁目		3						0				1		1								0		0

		15		41		栄町		栄町西３丁目		1						0				1		1								0		0

		16		42		栄町		栄町西４丁目		3						0												1		1		1

		17		43		栄町		栄町西５丁目		3						0				1		1								0		0		1

		5		44		栄町		栄町１丁目		2						0				1										0		0

		6		45		栄町		栄町２丁目		2						0				1										0		0

		7		46		栄町		栄町３丁目		1						0														0		0

		8		47		栄町		栄町４丁目		1						0		1												0		1

		9		48		栄町		栄町５丁目		3						0				1		1								0		0		1

		10		49		栄町		栄町６丁目		4						0														0		0		2

		11		50		栄町		栄町７丁目		3						0														0		0		1

		12		51		栄町		栄町８丁目		7						0				2		1								0		0

		30		52		栄町		古ケ崎		6						0				1		1						1		1		1

		31		53		栄町		古ケ崎１丁目		3						0				3		3								0		0

		32		54		栄町		古ケ崎２丁目		5						0				2		2				1				1		1		1

		33		55		栄町		古ケ崎３丁目		1						0														0		0

		34		56		栄町		古ケ崎４丁目		2						0										1				1		1

		157		57		栄町		中根長津町		3		1				1												1		1		2

		176		58		栄町		南花島向町 ム マチ		0						0														0		0

		150		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		2						0				1										0		0

		75		60		馬橋西		主水新田 モンド		1						0														0		0

		244		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		0						0														0		0

		1		62		馬橋西		旭町１丁目		0						0														0		0

		2		63		馬橋西		旭町２丁目		0						0														0		0

		3		64		馬橋西		旭町３丁目		0						0														0		0

		4		65		馬橋西		旭町４丁目		0						0														0		0

		127		66		馬橋西		新松戸南１丁目		3						0										1				1		1		1

		128		67		馬橋西		新松戸南２丁目		1						0				1										0		0

		129		68		馬橋西		新松戸南３丁目		3						0		1				1								0		1

		132		69		馬橋西		西馬橋１丁目		3						0										1				1		1		1

		133		70		馬橋西		西馬橋２丁目		7				3		3				2		2								0		3

		134		71		馬橋西		西馬橋３丁目		2						0														0		0

		135		72		馬橋西		西馬橋４丁目		1						0				1										0		0

		136		73		馬橋西		西馬橋５丁目		1						0														0		0		1

		139		74		馬橋西		西馬橋相川町		1						0														0		0		1

		140		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		18						0				7		4				1				1		1		1

		138		76		馬橋西		西馬橋広手町		1						0														0		0

		137		77		馬橋西		西馬橋幸町		9						0				3						1				1		1		1

		141		78		八柱		千駄堀		14						0				4		3								0		0		3

		113		79		八柱		常盤平陣屋前		5						0												1		1		1

		186		80		八柱		日暮		0						0														0		0

		187		81		八柱		日暮１丁目		21						0				3		1								0		0

		188		82		八柱		日暮２丁目		3						0				3		1								0		0

		189		83		八柱		日暮３丁目		2						0				1		1								0		0

		190		84		八柱		日暮４丁目		2		1				1														0		1

		191		85		八柱		日暮５丁目		3						0														0		0

		192		86		八柱		日暮６丁目		2						0														0		0

		193		87		八柱		日暮７丁目		3						0														0		0		1

		194		88		八柱		日暮８丁目		0						0														0		0

		211		89		八柱		牧の原１丁目		2						0										1				1		1

		212		90		八柱		牧の原２丁目		4				2		2														0		2

		21		91		八柱		河原塚		11				1		1				3		2								0		1		1

		160		92		稔台		仲井町１丁目		1						0														0		0

		161		93		稔台		仲井町２丁目		4						0				1										0		0

		162		94		稔台		仲井町３丁目		1						0														0		0

		102		95		稔台		松戸新田		40		1				1		1		3		3						2		2		4		3

		223		96		稔台		野菊野		1						0														0		0

		214		97		稔台		稔台		1						0				1		1								0		0

		215		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		1						0														0		0		1

		216		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		6		1				1				1		1								0		1		2

		217		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		3						0														0		0		2

		218		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		0						0														0		0

		219		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		1						0										1				1		1

		220		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		0						0														0		0

		221		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		4						0				1		1								0		0		1

		222		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		2						0				1										0		0

		210		106		松飛台		牧の原		5						0														0		0

		44		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		3						0														0		0

		45		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		9						0										1		1		2		2		3

		46		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		5		1				1				1		1								0		1

		47		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		3						0														0		0

		48		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		2						0				1		1								0		0

		49		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		2				1		1														0		1

		103		113		松飛台		松飛台		14						0				3		2								0		0		2

		26		114		松飛台		串崎新田		8						0		1		1		1				1		1		2		3

		27		115		松飛台		串崎南町		0						0														0		0

		184		116		２０Ｃ		美野里町		1						0														0		0

		179		117		２０Ｃ		柿の木町		0						0														0		0

		182		118		２０Ｃ		中松町		0						0														0		0

		183		119		２０Ｃ		萩町		6						0				2										0		0

		181		120		２０Ｃ		戸山町		0						0														0		0

		185		121		２０Ｃ		梨元町		0						0														0		0

		180		122		２０Ｃ		丸山町		0						0														0		0

		243		123		２０Ｃ		和名ケ谷		3						0														0		0

		142		124		２０Ｃ		大橋		9		1				1												2		2		3		2

		76		125		２０Ｃ		秋山		10		3				3		1		2		1								0		4		1

		77		126		２０Ｃ		秋山１丁目		4						0														0		0		1

		105		127		矢切		上矢切		3		1				1														0		1

		158		128		矢切		中矢切		3						0				2		2								0		0

		20		129		矢切		下矢切		8		1				1				1		1								0		1

		66		130		矢切		三矢小台１丁目		0						0														0		0

		67		131		矢切		三矢小台２丁目		1						0														0		0		1

		68		132		矢切		三矢小台３丁目		2						0														0		0

		69		133		矢切		三矢小台４丁目		5						0														0		0

		70		134		矢切		三矢小台５丁目		1						0														0		0

		29		135		矢切		栗山		3						0														0		0

		164		136		東松戸		田中新田		0						0														0		0

		71		137		東松戸		紙敷		7		1				1				1										0		1

		72		138		東松戸		紙敷１丁目		2						0				2		1								0		0

		73		139		東松戸		紙敷２丁目		1						0														0		0

		74		140		東松戸		紙敷３丁目		0						0														0		0

		165		141		東松戸		東松戸１丁目		5						0														0		0

		166		142		東松戸		東松戸２丁目		7						0				4		3								0		0

		167		143		東松戸		東松戸３丁目		3						0				2		2								0		0

		168		144		東松戸		東松戸４丁目		4						0														0		0

		61		145		東松戸		高塚新田		39		4		1		5		1		9		4				4		2		6		12		1

		78		146		東松戸		秋山２丁目		3						0														0		0

		79		147		東松戸		秋山３丁目		2						0				1										0		0

		55		148		小金		幸田 サイワイ タ		3						0														0		0

		56		149		小金		幸田１丁目		1						0														0		0

		57		150		小金		幸田２丁目		0						0														0		0

		58		151		小金		幸田３丁目		2						0														0		0

		59		152		小金		幸田４丁目		1						0														0		0

		60		153		小金		幸田５丁目		0						0														0		0

		151		154		小金		中金杉１丁目		0						0														0		0

		152		155		小金		中金杉２丁目		0						0														0		0

		153		156		小金		中金杉３丁目		1						0														0		0

		154		157		小金		中金杉４丁目		1						0														0		0		1

		155		158		小金		中金杉５丁目		0						0														0		0

		143		159		小金		大金平１丁目		2						0				1										0		0

		144		160		小金		大金平２丁目		1						0														0		0		1

		145		161		小金		大金平３丁目		1						0														0		0

		146		162		小金		大金平４丁目		2						0														0		0

		147		163		小金		大金平５丁目		2						0				1										0		0		1

		148		164		小金		大谷口		3						0				1		1								0		0

		206		165		小金		平賀		2		1				1														0		1		1

		163		166		小金		殿平賀		4						0				1										0		0

		169		167		小金		東平賀		7		1				1				1										0		1		1

		80		168		小金		小金		24						0				5		2				1		0		1		1		2

		81		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		0						0														0		0

		82		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		8						0										2				2		2

		83		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		4						0														0		0		2

		96		172		小金		小金清志町１丁目		1						0														0		0

		97		173		小金		小金清志町２丁目		1						0				1		1								0		0

		98		174		小金		小金清志町３丁目		2						0		1								1				1		2

		95		175		小金		小金上総町		2						0		2												0		2

		64		176		小金原		根木内		8		2				2														0		2

		24		177		小金原		久保平賀		3						0				1								1		1		1

		84		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		0						0														0		0

		85		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		0						0														0		0

		86		180		小金原		小金原１丁目		2		1				1				1		1								0		1

		87		181		小金原		小金原２丁目		3						0														0		0		1

		88		182		小金原		小金原３丁目		6		1				1				1										0		1

		89		183		小金原		小金原４丁目		2						0														0		0		1

		90		184		小金原		小金原５丁目		1						0														0		0		1

		91		185		小金原		小金原６丁目		11						0				1		1				1		1		2		2		1

		92		186		小金原		小金原７丁目		4		1				1				1		1								0		1

		93		187		小金原		小金原８丁目		1						0				1										0		0

		94		188		小金原		小金原９丁目		4						0				1		1						1		1		1		1

		28		189		小金原		栗ケ沢		8				1		1												1		1		2

		177		190		馬橋		二ツ木		14						0				2		2				1				1		1

		178		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		1						0														0		0

		65		192		馬橋		三ケ月		2						0				1										0		0

		195		193		馬橋		馬橋		28						0				9		6								0		0

		196		194		馬橋		八ケ崎１丁目		2						0														0		0		1

		197		195		馬橋		八ケ崎２丁目		11						0														0		0		1

		198		196		馬橋		八ケ崎３丁目		2						0				1		1								0		0

		199		197		馬橋		八ケ崎４丁目		3						0				1		1								0		0

		200		198		馬橋		八ケ崎５丁目		3						0										1				1		1		1

		201		199		馬橋		八ケ崎６丁目		7						0		1		2		1								0		1		2

		202		200		馬橋		八ケ崎７丁目		3		1				1														0		1

		203		201		馬橋		八ケ崎８丁目		4						0				1		1								0		0		1

		204		202		馬橋		八ケ崎緑町		1						0														0		0

		25		203		常盤平		金ケ作		36		1				1				7		1						1		1		2

		106		204		常盤平		常盤平１丁目		7						0				1		1						2		2		2

		107		205		常盤平		常盤平２丁目		8						0				2						1		1		2		2

		108		206		常盤平		常盤平３丁目		19						0				1		1						1		1		1

		109		207		常盤平		常盤平４丁目		17		1				1				2		2						4		4		5

		111		208		常盤平		常盤平６丁目		5						0														0		0		1

		112		209		常盤平		常盤平７丁目		2						0														0		0

		116		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		0						0														0		0

		114		211		常盤平		常盤平西窪町		2						0												1		1		1

		115		212		常盤平		常盤平双葉町		0						0														0		0

		117		213		常盤平		常盤平柳町		4						0				1						1				1		1		1

		110		214		五香		常盤平５丁目		20						0				2		1								0		0		2

		36		215		五香		五香１丁目		4						0				1						1				1		1

		37		216		五香		五香２丁目		1						0														0		0

		38		217		五香		五香３丁目		0						0														0		0

		39		218		五香		五香４丁目		4						0				1		1								0		0		1

		40		219		五香		五香５丁目		1						0														0		0		1

		41		220		五香		五香６丁目		1						0										1				1		1

		42		221		五香		五香７丁目		1						0														0		0

		43		222		五香		五香８丁目		10						0				2		2								0		0

		50		223		五香		五香南１丁目		1						0														0		0

		51		224		五香		五香南２丁目		3						0				1										0		0

		52		225		五香		五香南３丁目		2						0														0		0

		53		226		五香		五香六実		1						0						 						1		1		1

		226		227		六実		六高台１丁目		2		1				1														0		1

		227		228		六実		六高台２丁目		3						0				1		1								0		0		1

		228		229		六実		六高台３丁目		2						0														0		0

		229		230		六実		六高台４丁目		10				4		4				1		1								0		4

		230		231		六実		六高台５丁目		3						0				1		1								0		0

		231		232		六実		六高台６丁目		3						0				2		2								0		0

		232		233		六実		六高台７丁目		3						0				1		1						1		1		1

		233		234		六実		六高台８丁目		5						0				1		1								0		0		1

		234		235		六実		六高台９丁目		4						0				2		2				1				1		1

		235		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		0						0														0		0

		236		237		六実		六実１丁目		2				2		2														0		2

		237		238		六実		六実２丁目		4				1		1				1		1				1				1		2

		238		239		六実		六実３丁目		2				1		1														0		1		1

		239		240		六実		六実４丁目		2						0				2										0		0

		240		241		六実		六実５丁目		0						0														0		0

		241		242		六実		六実６丁目		0						0														0		0

		242		243		六実		六実７丁目		0						0														0		0

		62		244		六実		高柳新田		0						0														0		0

		245		245		不明 フメイ		栄町 サカエチョウ		3		1				1										1				1		2		1

		246		246		不明 フメイ		下矢切早稲田 ワセダ		1						0		1												0		1				1

		247		247		不明 フメイ		高塚新田木戸前 キドマエ		1						0				1										0		0				1

		248		248		不明 フメイ		七右衛門新田 ナナ ミギ エイモン シンデン		1						0										1				1		1		1		1

		249		249		不明 フメイ		西馬橋 ニシマバシ		3				1		1				1		1								0		1				1

		250		250		不明 フメイ		竹ノ花 タケ ハナ		1						0														0		0				1

		251		251		不明 フメイ		竹花 タケハナ		1						0														0		0				1

		252		252		不明 フメイ		西馬橋 ニシ マバシ		1						0				1										0		0				1

		253		253		不明 フメイ		馬橋字東条 マバシ アザ トウジョウ		1						0														0		0				1

		254		254		不明 フメイ		牧之原 マキノハラ		1						0														0		0				1

		255		255		不明 フメイ		牧之原２丁目　 マキノハラ チョウメ		1						0														0		0				1

		256		256		不明 フメイ		本町１丁目 ホンチョウ チョウメ		1						0				1										0		0				1

		257		257		不明 フメイ		和名ケ谷字西久保 アザ ニシクボ		1						0				1										0		0				1

		258		258		不明 フメイ										0														0		0				1

		259		259		不明 フメイ										0														0		0				1

		260		260		不明 フメイ										0														0		0				1

		261		261		不明 フメイ										0														0		0				1

		262		262		不明 フメイ										0														0		0				1

		263		263		不明 フメイ										0														0		0				1

		264		264		不明 フメイ										0														0		0				1

		265		265		不明 フメイ										0														0		0				1

		266		266		不明 フメイ										0														0		0				1

		267		267		不明 フメイ										0														0		0				1

		268		268		不明 フメイ										0														0		0				1

		269		269		不明 フメイ										0														0		0				1

		270		270		不明 フメイ										0														0		0				1

		271		271		不明 フメイ										0														0		0				1

		272		272		不明 フメイ										0														0		0				1

		273		273		不明 フメイ										0														0		0				1

		274		274		不明 フメイ										0														0		0				1

		275		275		不明 フメイ										0														0		0				1

		276		276		不明 フメイ										0														0		0				1

		277		277		不明 フメイ										0														0		0				1

		278		278		不明 フメイ										0														0		0				1

		279		279		不明 フメイ										0														0		0				1

		合計 ゴウケイ		279						1,295		37		20		57		13		252		140		1		47		30		77		148		90
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入力（前年） 

		令和２年 レイワ ネン		1月～ ガツ		6		月　【前年】 ガツ ゼン ネン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク

		整理番号
（警察） セイリ バンゴウ ケイサツ		管理番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		町名 チョウメイ		総数 ソウスウ		空き巣 ア ス		忍び込み シノ コ		住宅対象侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		自転車盗 ジテンシャ トウ				ひったくり		車上ねらい シャジョウ		部品ねらい ブヒン		車上・部品
ねらい シャジョウ ブヒン		窃盗4罪種
計 セットウ ツミ タネ ケイ		（参考）
詐欺 サンコウ サギ

																						うち
施錠なし セジョウ

		205		1		駅前		樋野口		7						0		1		2		2				1				1		2

		63		2		駅前		根本		23		1				1		1		5						1				1		3

		213		3		駅前		本町		32						0		1		5		3				2		2		4		5		1

		100		4		駅前		小山		9						0		1		1		1								0		1

		101		5		駅前		松戸		125						0		2		23		9				4		3		7		9		2

		149		6		小根本		竹ケ花		1						0								1						0		1

		23		7		小根本		吉井町		1						0				1		1								0		0

		99		8		小根本		小根本		10		1				1				3		2								0		1		2

		224		9		小根本		緑ケ丘１丁目		1						0														0		0

		225		10		小根本		緑ケ丘２丁目		0						0														0		0

		35		11		小根本		胡録台		6						0				3		1								0		0		1

		22		12		小根本		岩瀬		13						0		2		1		1		1						0		3		2

		156		13		北松戸		中根		1						0														0		0

		118		14		北松戸		新作		4						0														0		0

		159		15		北松戸		中和倉		3						0														0		0

		207		16		北松戸		北松戸１丁目		2						0				1		1				1				1		1

		208		17		北松戸		北松戸２丁目		1						0				2		2								0		0

		209		18		北松戸		北松戸３丁目		0						0														0		0

		104		19		北松戸		上本郷		40		2		1		3		4		15		5				3				3		10

		170		20		北松戸		南花島		1						0				1										0		0

		171		21		北松戸		南花島１丁目		0						0														0		0

		172		22		北松戸		南花島２丁目		2						0		1		1		1								0		1

		173		23		北松戸		南花島３丁目		3		1				1														0		1

		174		24		北松戸		南花島４丁目		0						0														0		0

		175		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		1						0				1		1								0		0

		18		26		新松戸		横須賀１丁目		2						0										1				1		1

		19		27		新松戸		横須賀２丁目		4		1				1		1								1				1		3

		130		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		0						0														0		0

		131		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		5						0														0		0

		119		30		新松戸		新松戸１丁目		23						0				13		5				1		1		2		2

		120		31		新松戸		新松戸２丁目		10						0				5		5				1				1		1

		121		32		新松戸		新松戸３丁目		26						0				5		2				2		1		3		3		1

		122		33		新松戸		新松戸４丁目		11						0				2		3				1		1		2		2		1

		123		34		新松戸		新松戸５丁目		3						0				2		2								0		0

		124		35		新松戸		新松戸６丁目		3		1				1				1										0		1

		125		36		新松戸		新松戸７丁目		5		1				1				2		1				1		1		2		3

		126		37		新松戸		新松戸東		1						0										1				1		1

		54		38		新松戸		幸谷		11						0				4		2						1		1		1

		13		39		栄町		栄町西１丁目		5						0		1		2						1				1		2

		14		40		栄町		栄町西２丁目		2						0				1		1								0		0

		15		41		栄町		栄町西３丁目		0						0														0		0

		16		42		栄町		栄町西４丁目		3						0												1		1		1

		17		43		栄町		栄町西５丁目		0						0														0		0

		5		44		栄町		栄町１丁目		6						0				1		1								0		0

		6		45		栄町		栄町２丁目		2						0				2		1								0		0

		7		46		栄町		栄町３丁目		2						0		1												0		1

		8		47		栄町		栄町４丁目		4						0		2												0		2

		9		48		栄町		栄町５丁目		2		1				1				1		1								0		1

		10		49		栄町		栄町６丁目		3						0				1		1								0		0

		11		50		栄町		栄町７丁目		0						0														0		0

		12		51		栄町		栄町８丁目		2						0										1				1		1

		30		52		栄町		古ケ崎		12						0		1		3		1				2				2		3

		31		53		栄町		古ケ崎１丁目		2						0										1				1		1

		32		54		栄町		古ケ崎２丁目		6						0		1		1				1						0		2		1

		33		55		栄町		古ケ崎３丁目		1						0														0		0

		34		56		栄町		古ケ崎４丁目		2						0				1										0		0

		157		57		栄町		中根長津町		5						0		1		1						1				1		2

		176		58		栄町		南花島向町 ム マチ		0						0														0		0

		150		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		1						0														0		0

		75		60		馬橋西		七右衛門新田		2						0				1		1								0		0

		244		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		0						0														0		0

		1		62		馬橋西		旭町１丁目		0						0														0		0

		2		63		馬橋西		旭町２丁目		1						0														0		0		1

		3		64		馬橋西		旭町３丁目		0						0														0		0

		4		65		馬橋西		旭町４丁目		0						0														0		0

		127		66		馬橋西		新松戸南１丁目		1						0				1		1								0		0

		128		67		馬橋西		新松戸南２丁目		2						0										1				1		1

		129		68		馬橋西		新松戸南３丁目		1						0														0		0

		132		69		馬橋西		西馬橋１丁目		6						0		2		3		2								0		2

		133		70		馬橋西		西馬橋２丁目		2						0														0		0

		134		71		馬橋西		西馬橋３丁目		5						0				1		1								0		0

		135		72		馬橋西		西馬橋４丁目		4		1				1				1		1				1				1		2

		136		73		馬橋西		西馬橋５丁目		1						0		1												0		1

		139		74		馬橋西		西馬橋相川町		0						0														0		0

		140		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		10						0				6		3				1				1		1

		138		76		馬橋西		西馬橋広手町		4						0		1												0		1

		137		77		馬橋西		西馬橋幸町		8						0		1		4		1								0		1

		141		78		八柱		千駄堀		11						0		1		1		1				4				4		5

		113		79		八柱		常盤平陣屋前		3						0				1										0		0

		186		80		八柱		日暮		1						0														0		0		1

		187		81		八柱		日暮１丁目		24						0				6		5								0		0

		188		82		八柱		日暮２丁目		8		1				1				3		0		1		1				1		3

		189		83		八柱		日暮３丁目		6						0				3		3				1				1		1

		190		84		八柱		日暮４丁目		3						0		1		1										0		1

		191		85		八柱		日暮５丁目		5						0				2						1				1		1

		192		86		八柱		日暮６丁目		1						0				1		1								0		0

		193		87		八柱		日暮７丁目		3						0				1										0		0

		194		88		八柱		日暮８丁目		0						0														0		0

		211		89		八柱		牧の原１丁目		3						0				2		2								0		0

		212		90		八柱		牧の原２丁目		4						0				1		1								0		0

		21		91		八柱		河原塚		12						0				2		1								0		0

		160		92		稔台		仲井町１丁目		5						0														0		0

		161		93		稔台		仲井町２丁目		2						0										1				1		1

		162		94		稔台		仲井町３丁目		1						0				1										0		0

		102		95		稔台		松戸新田		49		4		2		6		3		7		4		1		1				1		11		1

		223		96		稔台		野菊野		1						0														0		0

		214		97		稔台		稔台		1						0				1										0		0

		215		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		7		1				1				1										0		1		1

		216		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		2						0		1		1										0		1

		217		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		5						0				3		3								0		0

		218		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		0						0														0		0

		219		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		4						0										1				1		1

		220		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		2						0														0		0

		221		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		7						0		1		3		1								0		1		1

		222		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		2		1		1		2														0		2

		210		106		松飛台		牧の原		7						0										1				1		1

		44		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		3						0				2		1								0		0		1

		45		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		3						0				1		1								0		0

		46		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		2		1				1														0		1

		47		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		0						0														0		0

		48		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		3						0														0		0

		49		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		1				1		1														0		1

		103		113		松飛台		松飛台		8		1		1		2				1		1				1				1		3

		26		114		松飛台		串崎新田		6						0				2		1								0		0		1

		27		115		松飛台		串崎南町		4						0				1		1		1						0		1		1

		184		116		２０Ｃ		美野里町		2						0				2		1								0		0

		179		117		２０Ｃ		柿の木町		0						0														0		0

		182		118		２０Ｃ		中松町		1						0														0		0

		183		119		２０Ｃ		萩町		4						0				1										0		0

		181		120		２０Ｃ		戸山町		1						0														0		0

		185		121		２０Ｃ		梨元町		0						0														0		0

		180		122		２０Ｃ		丸山町		3						0		1												0		1

		243		123		２０Ｃ		和名ケ谷		15		1				1										2				2		3

		142		124		２０Ｃ		大橋		15						0				2		2				1				1		1

		76		125		２０Ｃ		秋山		4						0														0		0

		77		126		２０Ｃ		秋山１丁目		2						0				1		1								0		0

		105		127		矢切		上矢切		10		2		1		3										1				1		4		1

		158		128		矢切		中矢切		1						0				1		1								0		0

		20		129		矢切		下矢切		7						0				1		1								0		0		1

		66		130		矢切		三矢小台１丁目		0						0														0		0

		67		131		矢切		三矢小台２丁目		0						0														0		0

		68		132		矢切		三矢小台３丁目		2						0														0		0

		69		133		矢切		三矢小台４丁目		1						0														0		0

		70		134		矢切		三矢小台５丁目		0						0														0		0

		29		135		矢切		栗山		5						0				1		1				2		1		3		3

		164		136		東松戸		田中新田		5						0														0		0

		71		137		東松戸		紙敷		13						0		2		1		1								0		2

		72		138		東松戸		紙敷１丁目		4						0				1		1						1		1		1

		73		139		東松戸		紙敷２丁目		0						0														0		0

		74		140		東松戸		紙敷３丁目		0						0														0		0

		165		141		東松戸		東松戸１丁目		4						0		1		1		1								0		1

		166		142		東松戸		東松戸２丁目		7						0				4		3								0		0

		167		143		東松戸		東松戸３丁目		2						0		1		1		1								0		1

		168		144		東松戸		東松戸４丁目		2						0														0		0

		61		145		東松戸		高塚新田		26		2				2		1		7		4				2		3		5		8		1

		78		146		東松戸		秋山２丁目		3						0		1												0		1

		79		147		東松戸		秋山３丁目		3						0				1		1								0		0

		55		148		小金		幸田 サイワイ タ		4						0														0		0

		56		149		小金		幸田１丁目		0						0														0		0

		57		150		小金		幸田２丁目		1						0				1										0		0

		58		151		小金		幸田３丁目		0						0														0		0

		59		152		小金		幸田４丁目		0						0														0		0

		60		153		小金		幸田５丁目		0						0														0		0

		151		154		小金		中金杉１丁目		1						0														0		0		1

		152		155		小金		中金杉２丁目		0						0														0		0

		153		156		小金		中金杉３丁目		0						0														0		0

		154		157		小金		中金杉４丁目		0						0														0		0

		155		158		小金		中金杉５丁目		0						0														0		0

		143		159		小金		大金平１丁目		1						0														0		0		1

		144		160		小金		大金平２丁目		2						0														0		0		2

		145		161		小金		大金平３丁目		1						0										1				1		1

		146		162		小金		大金平４丁目		3		1		1		2				1		1								0		2

		147		163		小金		大金平５丁目		4						0		1												0		1		1

		148		164		小金		大谷口		7						0				3		3				1		1		2		2

		206		165		小金		平賀		6				1		1				4		3								0		1

		163		166		小金		殿平賀		5						0				1		1								0		0		1

		169		167		小金		東平賀		12						0				4		4						1		1		1

		80		168		小金		小金		34						0				8		6				3		1		4		4		2

		81		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		2		1				1				1										0		1

		82		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		1						0				1										0		0

		83		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		2						0		1												0		1

		96		172		小金		小金清志町１丁目		0						0														0		0

		97		173		小金		小金清志町２丁目		1						0														0		0

		98		174		小金		小金清志町３丁目		2						0				1		1								0		0

		95		175		小金		小金上総町		1						0														0		0		1

		64		176		小金原		根木内		11		1				1				2		2				3				3		4		1

		24		177		小金原		久保平賀		1						0				1										0		0

		84		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		4						0				1		1								0		0

		85		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		1						0				1										0		0

		86		180		小金原		小金原１丁目		4						0														0		0

		87		181		小金原		小金原２丁目		1						0														0		0

		88		182		小金原		小金原３丁目		7						0										2				2		2

		89		183		小金原		小金原４丁目		3		1				1				1										0		1

		90		184		小金原		小金原５丁目		7		1				1				1		1								0		1

		91		185		小金原		小金原６丁目		7						0				2										0		0		1

		92		186		小金原		小金原７丁目		3						0		1		1										0		1

		93		187		小金原		小金原８丁目		2		1				1														0		1

		94		188		小金原		小金原９丁目		4						0		1								2				2		3

		28		189		小金原		栗ケ沢		6						0				3		1				1		1		2		2

		177		190		馬橋		二ツ木		12						0				1						1				1		1

		178		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		1						0				1		1								0		0

		65		192		馬橋		三ケ月		7		1				1				1		1						1		1		2

		195		193		馬橋		馬橋		24		1		1		2				7		3				3				3		5

		196		194		馬橋		八ケ崎１丁目		3						0				1		1								0		0

		197		195		馬橋		八ケ崎２丁目		17						0		1		2		1						1		1		2

		198		196		馬橋		八ケ崎３丁目		6		1				1				1										0		1

		199		197		馬橋		八ケ崎４丁目		1						0														0		0

		200		198		馬橋		八ケ崎５丁目		0						0														0		0

		201		199		馬橋		八ケ崎６丁目		3						0										1				1		1

		202		200		馬橋		八ケ崎７丁目		6						0				2										0		0

		203		201		馬橋		八ケ崎８丁目		16						0				7		4				1				1		1

		204		202		馬橋		八ケ崎緑町		3						0				1		1								0		0

		25		203		常盤平		金ケ作		34		1				1				11		5				4				4		5		3

		106		204		常盤平		常盤平１丁目		6						0				1										0		0		1

		107		205		常盤平		常盤平２丁目		11		2		1		3				3		1								0		3

		108		206		常盤平		常盤平３丁目		19						0				6		3								0		0		2

		109		207		常盤平		常盤平４丁目		16		3				3				2								1		1		4		3

		111		208		常盤平		常盤平６丁目		9		1		1		2				2		1				1				1		3

		112		209		常盤平		常盤平７丁目		12				2		2				2		1								0		2		1

		116		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		0						0														0		0

		114		211		常盤平		常盤平西窪町		3						0		1												0		1

		115		212		常盤平		常盤平双葉町		4						0				3		2								0		0

		117		213		常盤平		常盤平柳町		3		1				1														0		1

		110		214		五香		常盤平５丁目		24						0		2		7		5				1				1		3

		36		215		五香		五香１丁目		5						0				2		2								0		0

		37		216		五香		五香２丁目		8				1		1				1		1								0		1

		38		217		五香		五香３丁目		8				1		1				3		3								0		1

		39		218		五香		五香４丁目		4						0				2										0		0		1

		40		219		五香		五香５丁目		0						0														0		0

		41		220		五香		五香６丁目		2						0				1										0		0

		42		221		五香		五香７丁目		6		1				1				2		1								0		1		1

		43		222		五香		五香８丁目		13						0				1		1								0		0

		50		223		五香		五香南１丁目		7						0				1										0		0		1

		51		224		五香		五香南２丁目		10		1		2		3								1				1		1		5		1

		52		225		五香		五香南３丁目		2						0														0		0

		53		226		五香		五香六実		1						0				1		 								0		0

		226		227		六実		六高台１丁目		1						0														0		0

		227		228		六実		六高台２丁目		5		1				1				1		1								0		1

		228		229		六実		六高台３丁目		1						0												1		1		1

		229		230		六実		六高台４丁目		6		1				1														0		1

		230		231		六実		六高台５丁目		7						0				1										0		0

		231		232		六実		六高台６丁目		1						0														0		0

		232		233		六実		六高台７丁目		6						0				1		1								0		0		1

		233		234		六実		六高台８丁目		2		1				1														0		1

		234		235		六実		六高台９丁目		0						0														0		0

		235		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		4						0														0		0

		236		237		六実		六実１丁目		3						0				1		1				1				1		1

		237		238		六実		六実２丁目		2						0														0		0

		238		239		六実		六実３丁目		5						0				2		1								0		0		1

		239		240		六実		六実４丁目		6						0				2		0								0		0

		240		241		六実		六実５丁目		1						0														0		0

		241		242		六実		六実６丁目		1						0														0		0

		242		243		六実		六実７丁目		1						0				1		1								0		0

		62		244		六実		高柳新田		0						0														0		0

		245		245		不明 フメイ		栄町西 サカエ チョウ ニシ		1						0										1				1		1				1

		246		246		不明 フメイ		胡録台３丁目 チョウメ		1				1		1														0		1				1

		247		247		不明 フメイ		五香 ゴコウ		1						0				1										0		0				1

		248		248		不明 フメイ		松戸３丁目 マツド チョウメ		1						0														0		0				1

		249		249		不明 フメイ		常盤平丁目 トキワダイラ チョウメ		1						0														0		0				1

		250		250		不明 フメイ		常盤平柳町４丁目 トキワダイラ チョウメ		1						0														0		0				1

		251		251		不明 フメイ		新作３丁目 チョウメ		1						0														0		0				1

		252		252		不明 フメイ		西馬橋 ニシ マバシ		2						0														0		0				1

		253		253		不明 フメイ		西馬橋蔵元長 ニシ マバシ クラモト ナガ		2						0				2		1								0		0				1

		254		254		不明 フメイ		川原塚 カワ ハラ ツカ		1						0														0		0				1

		255		255		不明 フメイ		東案都度２丁目 ヒガシ アン ツ ド チョウメ		1						0														0		0				1

		257		257		不明 フメイ		二十世紀が丘萩原町 ニジュッセイキ オカ ハギワラチョウ		1						0														0		0				1

		258		258		不明 フメイ		馬橋蔵元町 クラモトチョウ		1						0				1		1								0		0				1

		259		259		不明 フメイ		八ヶ崎 ハチガサキ		1						0														0		0				1

		260		260		不明 フメイ		堀江良文堂書店松戸店 ホリエ リョウ ブン ドウ ショテン マツドテン		1						0														0		0				1

		261		261				松戸市 マツドシ		2						0														0		0				1

		262		262												0														0		0				1

		263		263												0														0		0				1

		264		264												0														0		0				1

		265		265												0														0		0				1

		266		266												0														0		0				1

		267		267												0														0		0				1

		268		268												0														0		0				1

		258		258												0														0		0				1

		258		258												0														0		0				1

		258		258												0														0		0				1

		269		269												0														0		0				1

		合計 ゴウケイ		269						1,376		46		19		65		48		329		181		7		77		25		102		222
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人口

										reserved-44377x1F		現在 ゲンザイ



		管理番号 カンリ バンゴウ		交番管内 コウバン カンナイ		町名リスト チョウメイ		No．		字名 アザ メイ		人口 ジンコウ

野津 千夏: ※松戸市HPから住民基本台帳人口を貼り付ける。
※字名に変更がある場合は要注意。

		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		なし		なし		0		※住民基本台帳人口にはないが、地域としてはある（0人を入力）。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ チイキ ニン ニュウリョク

		5		駅前		松戸		1		松戸		8,375

		4		駅前		小山		2		小山		2,841

		3		駅前		本町		3		本町		648

		117		２０Ｃ		柿の木町		4		二十世紀が丘柿の木町		299

		119		２０Ｃ		萩町		5		二十世紀が丘  萩  町		852

		116		２０Ｃ		美野里町		6		二十世紀が丘美野里町		572

		118		２０Ｃ		中松町		7		二十世紀が丘  中松町		399

		122		２０Ｃ		丸山町		8		二十世紀が丘  丸山町		369

		120		２０Ｃ		戸山町		9		二十世紀が丘  戸山町		446

		121		２０Ｃ		梨元町		10		二十世紀が丘  梨元町		332

		127		矢切		上矢切		11		上矢切		2,137

		128		矢切		中矢切		12		中矢切		596

		129		矢切		下矢切		13		下矢切		1,823

		135		矢切		栗山		14		栗山		1,008

		130		矢切		三矢小台１丁目		15		三矢小台一丁目		228

		131		矢切		三矢小台２丁目		16		三矢小台二丁目		352

		132		矢切		三矢小台３丁目		17		三矢小台三丁目		513

		133		矢切		三矢小台４丁目		18		三矢小台四丁目		419

		134		矢切		三矢小台５丁目		19		三矢小台五丁目		589

		19		北松戸		上本郷		20		上本郷		8,604

		16		北松戸		北松戸１丁目		21		北松戸一丁目		265

		17		北松戸		北松戸２丁目		22		北松戸二丁目		691

		18		北松戸		北松戸３丁目		23		北松戸三丁目		372

		20		北松戸		南花島		24		南花島 		219

		95		稔台		松戸新田		25		松戸新田		8,006

		92		稔台		仲井町１丁目		26		仲井町一丁目		406

		93		稔台		仲井町２丁目		27		仲井町二丁目		379

		94		稔台		仲井町３丁目		28		仲井町三丁目		352

		97		稔台		稔台		29		稔台		445

		12		小根本		岩瀬		30		岩瀬		2,209

		11		小根本		胡録台		31		胡録台		2,985

		8		小根本		小根本		32		小根本		1,602

		6		小根本		竹ケ花		33		竹ケ花		803

		7		小根本		吉井町		34		吉井町		402

		2		駅前		根本		35		根本		3,098

		1		駅前		樋野口		36		樋野口		1,626

		52		栄町		古ケ崎		37		古ケ崎		1,508

		96		稔台		野菊野		38		野菊野		655

		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		39		稔台一丁目 ミノル ダイ		1,155

		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		40		稔台二丁目 ミノル ダイ 2		1,140

		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		41		稔台三丁目 ミノル ダイ 3		1,525

		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		42		稔台四丁目 ミノル ダイ 4		217

		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		43		稔台五丁目 ミノル ダイ ゴ		155

		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		44		稔台六丁目 ミノル ダイ ロク		0

		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		45		稔台七丁目 ミノル ダイ 7チョウメ		1,806

		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		46		稔台八丁目 ミノル ダイ 8		720

		21		北松戸		南花島１丁目		47		南花島一丁目		510

		22		北松戸		南花島２丁目		48		南花島二丁目		419

		23		北松戸		南花島３丁目		49		南花島三丁目		636

		24		北松戸		南花島４丁目		50		南花島四丁目		460

		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		51		南花島中町 ナカ マチ		111

		58		栄町		南花島向町 ム マチ		52		南花島向町 ム マチ		75

		ERROR:#N/A		×		岩瀬無番地 イワ セ ム バンチ		53		岩瀬無番地  イワ セ ム バンチ		0		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		9		小根本		緑ケ丘１丁目		54		緑ケ丘一丁目		498

		10		小根本		緑ケ丘２丁目		55		緑ケ丘二丁目		395

		ERROR:#N/A		×		胡録台無番地 エビス ロク ダイ ム バンチ		56		胡録台無番地  エビス ロク ダイ ム バンチ		15		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		57		竹ケ花西町 ニシ マチ		441

		53		栄町		古ケ崎１丁目		58		古ケ崎一丁目		393

		54		栄町		古ケ崎２丁目		59		古ケ崎二丁目		1,231

		55		栄町		古ケ崎３丁目		60		古ケ崎三丁目		1,127

		56		栄町		古ケ崎４丁目		61		古ケ崎四丁目		1,247

		44		栄町		栄町１丁目		62		栄町一丁目		438

		45		栄町		栄町２丁目		63		栄町二丁目		425

		46		栄町		栄町３丁目		64		栄町三丁目		608

		47		栄町		栄町４丁目		65		栄町四丁目		532

		48		栄町		栄町５丁目		66		栄町五丁目		738

		49		栄町		栄町６丁目		67		栄町六丁目		612

		50		栄町		栄町７丁目		68		栄町七丁目		1,057

		51		栄町		栄町８丁目		69		栄町八丁目		1,162

		39		栄町		栄町西１丁目		70		栄町西一丁目		486

		40		栄町		栄町西２丁目		71		栄町西二丁目		298

		41		栄町		栄町西３丁目		72		栄町西三丁目		694

		42		栄町		栄町西４丁目		73		栄町西四丁目		341

		43		栄町		栄町西５丁目		74		栄町西五丁目		457

		137		東松戸		紙敷		75		紙敷		1,073

		123		２０Ｃ		和名ケ谷		76		和名ケ谷		3,145

		124		２０Ｃ		大橋		77		大橋		1,600

		125		２０Ｃ		秋山		78		秋山		1,615

		145		東松戸		高塚新田		79		高塚新田		6,177

		91		八柱		河原塚		80		河原塚		3,023

		136		東松戸		田中新田		81		田中新田		141

		138		東松戸		紙敷１丁目		82		紙敷一丁目		640

		139		東松戸		紙敷２丁目		83		紙敷ニ丁目		13

		140		東松戸		紙敷３丁目		84		紙敷三丁目		95

		141		東松戸		東松戸１丁目		85		東松戸一丁目 イチ		1,600

		142		東松戸		東松戸２丁目		86		東松戸二丁目 ニ		1,462

		143		東松戸		東松戸３丁目		87		東松戸三丁目 サン		622

		144		東松戸		東松戸４丁目		88		東松戸四丁目 ヨン		313

		126		２０Ｃ		秋山１丁目		89		秋山一丁目 １チョウメ		900

		146		２０Ｃ		秋山２丁目		90		秋山二丁目 ニ チョウメ		772

		147		２０Ｃ		秋山３丁目		91		秋山三丁目 サン チョウメ		784

		193		馬橋		馬橋		92		馬橋		3,434

		13		北松戸		中根		93		中根		555

		14		北松戸		新作		94		新作		1,816

		192		馬橋		三ケ月		95		三ケ月		1,493

		38		新松戸		幸谷		96		幸谷		1,675

		60		馬橋西		七右衛門新田		97		七右衛門新田		85

		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		98		主水新田 シュ スイ シン タ		88

		ERROR:#N/A		×		外河原 ソト カワ ハラ		99		外河原 ソト カワ ハラ		7		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		57		栄町		中根長津町		100		中根長津町		527

		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		101		西馬橋蔵元町		825

		77		馬橋西		西馬橋幸町		102		西馬橋幸町		697

		76		馬橋西		西馬橋広手町		103		西馬橋広手町		518

		74		馬橋西		西馬橋相川町		104		西馬橋相川町		638

		62		馬橋西		旭町１丁目		105		旭町一丁目		23

		63		馬橋西		旭町２丁目		106		旭町二丁目		150

		64		馬橋西		旭町３丁目		107		旭町三丁目		64

		65		馬橋西		旭町４丁目		108		旭町四丁目		35

		69		馬橋西		西馬橋１丁目		109		西馬橋一丁目		1,327

		70		馬橋西		西馬橋２丁目		110		西馬橋二丁目		845

		71		馬橋西		西馬橋３丁目		111		西馬橋三丁目		1,119

		72		馬橋西		西馬橋４丁目		112		西馬橋四丁目		1,133

		73		馬橋西		西馬橋５丁目		113		西馬橋五丁目		455

		204		常盤平		常盤平１丁目		114		常盤平一丁目		1,068

		205		常盤平		常盤平２丁目		115		常盤平二丁目		1,814

		206		常盤平		常盤平３丁目		116		常盤平三丁目		2,021

		207		常盤平		常盤平４丁目		117		常盤平四丁目		2,632

		214		五香		常盤平５丁目		118		常盤平五丁目		937

		208		常盤平		常盤平６丁目		119		常盤平六丁目		1,023

		209		常盤平		常盤平７丁目		120		常盤平七丁目		1,504

		211		常盤平		常盤平西窪町		121		常盤平西窪町		1,032

		212		常盤平		常盤平双葉町		122		常盤平双葉町		855

		213		常盤平		常盤平柳町		123		常盤平柳町		801

		79		八柱		常盤平陣屋前		124		常盤平陣屋前		908

		203		常盤平		金ケ作		125		金ケ作		4,029

		80		八柱		日暮		126		日暮		59

		78		八柱		千駄堀		127		千駄堀		3,179

		15		北松戸		中和倉		128		中和倉		2,047

		189		小金原		栗ケ沢		129		栗ケ沢		968

		ERROR:#N/A		×		八ケ崎		130		八ケ崎		2		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		180		小金原		小金原１丁目		131		小金原一丁目		935

		181		小金原		小金原２丁目		132		小金原二丁目		638

		182		小金原		小金原３丁目		133		小金原三丁目		1,480

		183		小金原		小金原４丁目		134		小金原四丁目		1,241

		184		小金原		小金原５丁目		135		小金原五丁目		1,261

		185		小金原		小金原６丁目		136		小金原六丁目		1,512

		186		小金原		小金原７丁目		137		小金原七丁目		1,578

		187		小金原		小金原８丁目		138		小金原八丁目		825

		188		小金原		小金原９丁目		139		小金原九丁目		1,264

		106		松飛台		牧の原		140		牧の原		1,765

		89		八柱		牧の原１丁目		141		牧の原一丁目		1,239

		90		八柱		牧の原２丁目		142		牧の原二丁目		1,146

		81		八柱		日暮１丁目		143		日暮一丁目		469

		82		八柱		日暮２丁目		144		日暮二丁目		526

		83		八柱		日暮３丁目		145		日暮三丁目		751

		84		八柱		日暮４丁目		146		日暮四丁目		441

		85		八柱		日暮５丁目		147		日暮五丁目		752

		86		八柱		日暮６丁目		148		日暮六丁目		380

		87		八柱		日暮７丁目		149		日暮七丁目		976

		88		八柱		日暮８丁目		150		日暮八丁目		339

		202		馬橋		八ケ崎緑町		151		八ケ崎緑町		486

		194		馬橋		八ケ崎１丁目		152		八ケ崎一丁目		609

		195		馬橋		八ケ崎２丁目		153		八ケ崎二丁目		934

		196		馬橋		八ケ崎３丁目		154		八ケ崎三丁目		1,544

		197		馬橋		八ケ崎４丁目		155		八ケ崎四丁目		700

		198		馬橋		八ケ崎５丁目		156		八ケ崎五丁目		1,091

		199		馬橋		八ケ崎６丁目		157		八ケ崎六丁目		1,439

		200		馬橋		八ケ崎７丁目		158		八ケ崎七丁目		1,293

		201		馬橋		八ケ崎８丁目		159		八ケ崎八丁目		708

		226		五香		五香六実		160		五香六実		134

		114		松飛台		串崎新田		161		串崎新田		901

		244		六実		高柳新田		162		高柳新田		160

		113		松飛台		松飛台		163		松飛台		4,034

		ERROR:#N/A		×		高柳		164		高柳		13		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		115		松飛台		串崎南町		165		串崎南町		759

		227		六実		六高台１丁目		166		六高台一丁目		349

		228		六実		六高台２丁目		167		六高台二丁目		766

		229		六実		六高台３丁目		168		六高台三丁目		673

		230		六実		六高台４丁目		169		六高台四丁目		862

		231		六実		六高台５丁目		170		六高台五丁目		1,188

		232		六実		六高台６丁目		171		六高台六丁目		601

		233		六実		六高台７丁目		172		六高台七丁目		1,536

		234		六実		六高台８丁目		173		六高台八丁目		1,389

		235		六実		六高台９丁目		174		六高台九丁目		544

		237		六実		六実１丁目		175		六実一丁目		662

		238		六実		六実２丁目		176		六実二丁目		666

		239		六実		六実３丁目		177		六実三丁目		811

		240		六実		六実４丁目		178		六実四丁目		395

		241		六実		六実５丁目		179		六実五丁目		436

		242		六実		六実６丁目		180		六実六丁目		798

		243		六実		六実７丁目		181		六実七丁目		103

		215		五香		五香１丁目		182		五香一丁目		777

		216		五香		五香２丁目		183		五香二丁目		1,092

		217		五香		五香３丁目		184		五香三丁目 サン		673

		218		五香		五香４丁目		185		五香四丁目 ヨン		1,330

		219		五香		五香５丁目		186		五香五丁目 ゴ		242

		220		五香		五香６丁目		187		五香六丁目 ロク		598

		221		五香		五香７丁目		188		五香七丁目 ナナ		1,146

		222		五香		五香８丁目		189		五香八丁目 ハチ		498

		223		五香		五香南１丁目		190		五香南一丁目		442

		224		五香		五香南２丁目		191		五香南二丁目 ニ		1,047

		225		五香		五香南３丁目		192		五香南三丁目 サン		596

		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		193		五香西一丁目 ニシ		788

		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		194		五香西二丁目 ニシ ニ		1,362

		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		195		五香西三丁目 ニシ サン		1,080

		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		196		五香西四丁目 ニシ ヨン		363

		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		197		五香西五丁目 ニシ ゴ		205

		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		198		五香西六丁目 ニシ ロク		203

		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		199		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		181

		168		小金		小金		200		小金		2,220

		172		小金		小金清志町１丁目		201		小金清志町一丁目		198

		173		小金		小金清志町２丁目		202		小金清志町二丁目		472

		174		小金		小金清志町３丁目		203		小金清志町三丁目		425

		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		204		小金きよしケ丘一丁目		458

		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		205		小金きよしケ丘二丁目		557

		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		206		小金きよしケ丘三丁目		683

		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		207		小金きよしケ丘四丁目		332

		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		208		小金きよしケ丘五丁目		172

		190		馬橋		二ツ木		209		二ツ木		2,672

		164		小金		大谷口		210		大谷口		1,530

		148		小金		幸田 サイワイ タ		211		幸田 サイワイ タ		16

		ERROR:#N/A		×		中金杉 ナカカナスギ		212		中金杉 ナカカナスギ		0		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		165		小金		平賀		213		平賀		1,200

		166		小金		殿平賀		214		殿平賀		1,444

		167		小金		東平賀		215		東平賀		2,080

		177		小金原		久保平賀		216		久保平賀		695

		176		小金原		根木内		217		根木内		2,064

		175		小金		小金上総町		218		小金上総町		629

		26		新松戸		横須賀１丁目		219		横須賀一丁目		584

		27		新松戸		横須賀２丁目		220		横須賀二丁目		788

		154		小金		中金杉１丁目		221		中金杉一丁目		478

		155		小金		中金杉２丁目		222		中金杉二丁目 ニ		166

		156		小金		中金杉３丁目		223		中金杉三丁目 サン		285

		157		小金		中金杉４丁目		224		中金杉四丁目 ヨン		323

		158		小金		中金杉５丁目		225		中金杉五丁目 ゴ		278

		66		馬橋西		新松戸南１丁目		226		新松戸南一丁目		1,284

		67		馬橋西		新松戸南２丁目		227		新松戸南二丁目 ニ		750

		68		馬橋西		新松戸南３丁目		228		新松戸南三丁目 サン		920

		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		229		新松戸北一丁目 キタ		1,024

		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		230		新松戸北二丁目 キタ ニ		1,150

		149		小金		幸田１丁目		231		幸田一丁目		285

		150		小金		幸田２丁目		232		幸田二丁目 ニ		473

		151		小金		幸田３丁目		233		幸田三丁目 サン		353

		152		小金		幸田４丁目		234		幸田四丁目 ヨン		161

		153		小金		幸田５丁目		235		幸田五丁目 ゴ		583

		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		236		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		264

		159		小金		大金平１丁目		237		大金平一丁目		442

		160		小金		大金平２丁目		238		大金平二丁目 ニ		484

		161		小金		大金平３丁目		239		大金平三丁目 サン		343

		162		小金		大金平４丁目		240		大金平四丁目 ヨン		635

		163		小金		大金平５丁目		241		大金平五丁目 ゴ		632

		30		新松戸		新松戸１丁目		242		新松戸一丁目		1,045

		31		新松戸		新松戸２丁目		243		新松戸二丁目 ニ		498

		32		新松戸		新松戸３丁目		244		新松戸三丁目 サン		3,893

		33		新松戸		新松戸４丁目		245		新松戸四丁目 ヨン		2,031

		34		新松戸		新松戸５丁目		246		新松戸五丁目 ゴ		1,847

		35		新松戸		新松戸６丁目		247		新松戸六丁目 ロク		2,030

		36		新松戸		新松戸７丁目		248		新松戸七丁目 ナナ		3,633

		37		新松戸		新松戸東		249		新松戸東		444





町名リスト

		管理番号 カンリ バンゴウ		町名 チョウ メイ		交番管区 コウバン カンク

		1		樋野口		駅前

		2		根本		駅前

		3		本町		駅前

		4		小山		駅前

		5		松戸		駅前

		6		竹ケ花		小根本

		7		吉井町		小根本

		8		小根本		小根本

		9		緑ケ丘１丁目		小根本

		10		緑ケ丘２丁目		小根本

		11		胡録台		小根本

		12		岩瀬		小根本

		13		中根		北松戸

		14		新作		北松戸

		15		中和倉		北松戸

		16		北松戸１丁目		北松戸

		17		北松戸２丁目		北松戸

		18		北松戸３丁目		北松戸

		19		上本郷		北松戸

		20		南花島		北松戸

		21		南花島１丁目		北松戸

		22		南花島２丁目		北松戸

		23		南花島３丁目		北松戸

		24		南花島４丁目		北松戸

		25		南花島中町 ナカ マチ		北松戸

		26		横須賀１丁目		新松戸

		27		横須賀２丁目		新松戸

		28		新松戸北１丁目 キタ		新松戸

		29		新松戸北２丁目 キタ		新松戸

		30		新松戸１丁目		新松戸

		31		新松戸２丁目		新松戸

		32		新松戸３丁目		新松戸

		33		新松戸４丁目		新松戸

		34		新松戸５丁目		新松戸

		35		新松戸６丁目		新松戸

		36		新松戸７丁目		新松戸

		37		新松戸東		新松戸

		38		幸谷		新松戸

		39		栄町西１丁目		栄町

		40		栄町西２丁目		栄町

		41		栄町西３丁目		栄町

		42		栄町西４丁目		栄町

		43		栄町西５丁目		栄町

		44		栄町１丁目		栄町

		45		栄町２丁目		栄町

		46		栄町３丁目		栄町

		47		栄町４丁目		栄町

		48		栄町５丁目		栄町

		49		栄町６丁目		栄町

		50		栄町７丁目		栄町

		51		栄町８丁目		栄町

		52		古ケ崎		栄町

		53		古ケ崎１丁目		栄町

		54		古ケ崎２丁目		栄町

		55		古ケ崎３丁目		栄町

		56		古ケ崎４丁目		栄町

		57		中根長津町		栄町

		58		南花島向町 ム マチ		栄町

		59		竹ケ花西町 ニシ マチ		栄町

		60		七右衛門新田		馬橋西

		61		主水新田 シュ スイ シン タ		馬橋西

		62		旭町１丁目		馬橋西

		63		旭町２丁目		馬橋西

		64		旭町３丁目		馬橋西

		65		旭町４丁目		馬橋西

		66		新松戸南１丁目		馬橋西

		67		新松戸南２丁目		馬橋西

		68		新松戸南３丁目		馬橋西

		69		西馬橋１丁目		馬橋西

		70		西馬橋２丁目		馬橋西

		71		西馬橋３丁目		馬橋西

		72		西馬橋４丁目		馬橋西

		73		西馬橋５丁目		馬橋西

		74		西馬橋相川町		馬橋西

		75		西馬橋蔵元町		馬橋西

		76		西馬橋広手町		馬橋西

		77		西馬橋幸町		馬橋西

		78		千駄堀		八柱

		79		常盤平陣屋前		八柱

		80		日暮		八柱

		81		日暮１丁目		八柱

		82		日暮２丁目		八柱

		83		日暮３丁目		八柱

		84		日暮４丁目		八柱

		85		日暮５丁目		八柱

		86		日暮６丁目		八柱

		87		日暮７丁目		八柱

		88		日暮８丁目		八柱

		89		牧の原１丁目		八柱

		90		牧の原２丁目		八柱

		91		河原塚		八柱

		92		仲井町１丁目		稔台

		93		仲井町２丁目		稔台

		94		仲井町３丁目		稔台

		95		松戸新田		稔台

		96		野菊野		稔台

		97		稔台		稔台

		98		稔台１丁目 ミノル ダイ		稔台

		99		稔台２丁目 ミノル ダイ		稔台

		100		稔台３丁目 ミノル ダイ		稔台

		101		稔台４丁目 ミノル ダイ		稔台

		102		稔台５丁目 ミノル ダイ		稔台

		103		稔台６丁目 ミノル ダイ		稔台

		104		稔台７丁目 ミノル ダイ		稔台

		105		稔台８丁目 ミノル ダイ		稔台

		106		牧の原		松飛台

		107		五香西１丁目 ニシ		松飛台

		108		五香西２丁目 ニシ		松飛台

		109		五香西３丁目 ニシ		松飛台

		110		五香西４丁目 ニシ		松飛台

		111		五香西５丁目 ニシ		松飛台

		112		五香西６丁目 ニシ		松飛台

		113		松飛台		松飛台

		114		串崎新田		松飛台

		115		串崎南町		松飛台

		116		美野里町		２０Ｃ

		117		柿の木町		２０Ｃ

		118		中松町		２０Ｃ

		119		萩町		２０Ｃ

		120		戸山町		２０Ｃ

		121		梨元町		２０Ｃ

		122		丸山町		２０Ｃ

		123		和名ケ谷		２０Ｃ

		124		大橋		２０Ｃ

		125		秋山		２０Ｃ

		126		秋山１丁目		２０Ｃ

		127		上矢切		矢切

		128		中矢切		矢切

		129		下矢切		矢切

		130		三矢小台１丁目		矢切

		131		三矢小台２丁目		矢切

		132		三矢小台３丁目		矢切

		133		三矢小台４丁目		矢切

		134		三矢小台５丁目		矢切

		135		栗山		矢切

		136		田中新田		東松戸

		137		紙敷		東松戸

		138		紙敷１丁目		東松戸

		139		紙敷２丁目		東松戸

		140		紙敷３丁目		東松戸

		141		東松戸１丁目		東松戸

		142		東松戸２丁目		東松戸

		143		東松戸３丁目		東松戸

		144		東松戸４丁目		東松戸

		145		高塚新田		東松戸

		146		秋山２丁目		東松戸 ヒガシ

		147		秋山３丁目		東松戸 ヒガシ マツド

		148		幸田 サイワイ タ		小金

		149		幸田１丁目		小金

		150		幸田２丁目		小金

		151		幸田３丁目		小金

		152		幸田４丁目		小金

		153		幸田５丁目		小金

		154		中金杉１丁目		小金

		155		中金杉２丁目		小金

		156		中金杉３丁目		小金

		157		中金杉４丁目		小金

		158		中金杉５丁目		小金

		159		大金平１丁目		小金

		160		大金平２丁目		小金

		161		大金平３丁目		小金

		162		大金平４丁目		小金

		163		大金平５丁目		小金

		164		大谷口		小金

		165		平賀		小金

		166		殿平賀		小金

		167		東平賀		小金

		168		小金		小金

		169		小金きよしケ丘１丁目		小金

		170		小金きよしケ丘２丁目		小金

		171		小金きよしケ丘３丁目		小金

		172		小金清志町１丁目		小金

		173		小金清志町２丁目		小金

		174		小金清志町３丁目		小金

		175		小金上総町		小金

		176		根木内		小金原

		177		久保平賀		小金原

		178		小金きよしケ丘４丁目		小金原

		179		小金きよしケ丘５丁目		小金原

		180		小金原１丁目		小金原

		181		小金原２丁目		小金原

		182		小金原３丁目		小金原

		183		小金原４丁目		小金原

		184		小金原５丁目		小金原

		185		小金原６丁目		小金原

		186		小金原７丁目		小金原

		187		小金原８丁目		小金原

		188		小金原９丁目		小金原

		189		栗ケ沢		小金原

		190		二ツ木		馬橋

		191		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		馬橋

		192		三ケ月		馬橋

		193		馬橋		馬橋

		194		八ケ崎１丁目		馬橋

		195		八ケ崎２丁目		馬橋

		196		八ケ崎３丁目		馬橋

		197		八ケ崎４丁目		馬橋

		198		八ケ崎５丁目		馬橋

		199		八ケ崎６丁目		馬橋

		200		八ケ崎７丁目		馬橋

		201		八ケ崎８丁目		馬橋

		202		八ケ崎緑町		馬橋

		203		金ケ作		常盤平

		204		常盤平１丁目		常盤平

		205		常盤平２丁目		常盤平

		206		常盤平３丁目		常盤平

		207		常盤平４丁目		常盤平

		208		常盤平６丁目		常盤平

		209		常盤平７丁目		常盤平

		210		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		常盤平		※住民基本台帳人口にはないが、地域としてはある（人口0人）。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ チイキ ジンコウ ニン

		211		常盤平西窪町		常盤平

		212		常盤平双葉町		常盤平

		213		常盤平柳町		常盤平

		214		常盤平５丁目		五香

		215		五香１丁目		五香

		216		五香２丁目		五香

		217		五香３丁目		五香

		218		五香４丁目		五香

		219		五香５丁目		五香

		220		五香６丁目		五香

		221		五香７丁目		五香

		222		五香８丁目		五香

		223		五香南１丁目		五香

		224		五香南２丁目		五香

		225		五香南３丁目		五香

		226		五香六実		五香

		227		六高台１丁目		六実

		228		六高台２丁目		六実

		229		六高台３丁目		六実

		230		六高台４丁目		六実

		231		六高台５丁目		六実

		232		六高台６丁目		六実

		233		六高台７丁目		六実

		234		六高台８丁目		六実

		235		六高台９丁目		六実

		236		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		六実

		237		六実１丁目		六実

		238		六実２丁目		六実

		239		六実３丁目		六実

		240		六実４丁目		六実

		241		六実５丁目		六実

		242		六実６丁目		六実

		243		六実７丁目		六実

		244		高柳新田		六実





集計（個別）

						令和３年		1		月 ガツ		～		6		月 ガツ

		管理
番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				人口 ジンコウ		人口補正
（500人未満は、500人とする。） ジンコウ ホセイ ニン ミマン ニン		危険指数
（1人1月あたりの窃盗発生件数×10000） キケン シスウ ニン ツキ セットウ ハッセイ ケンスウ		危険度
判定
（1～5） キケンド ハンテイ				偏差値
（特に使用していない。） ヘンサチ トク シヨウ

																								うち
施錠なし セジョウ

		1		駅前		樋野口		0		0		0		0		0		- 2				2		1		±0				1,626		1,626		0.000		1				44.59

		2		駅前		根本		0		0		0		1		1		- 2				13		8		+ 8				3,098		3,098		0.538		3				48.14

		3		駅前		本町		0		0		0		0		0		- 5				1		0		- 4				648		648		0.000		1				44.59

		4		駅前		小山		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				2,841		2,841		0.000		1				44.59

		5		駅前		松戸		2		0		0		0		2		- 7				17		11		- 6				8,375		8,375		0.398		3				47.22

		6		小根本		竹ケ花		0		0		0		0		0		- 1				1		1		+ 1				803		803		0.000		1				44.59

		7		小根本		吉井町		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				402		500		0.000		1				44.59

		8		小根本		小根本		0		0		0		1		1		±0				2		2		- 1				1,602		1,602		1.040		3				51.45

		9		小根本		緑ケ丘１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				498		500		0.000		1				44.59

		10		小根本		緑ケ丘２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				395		500		0.000		1				44.59

		11		小根本		胡録台		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 3				2,985		2,985		0.000		1				44.59

		12		小根本		岩瀬		0		0		0		1		1		- 2				0		0		- 1				2,209		2,209		0.754		3				49.56

		13		北松戸		中根		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				555		555		0.000		1				44.59

		14		北松戸		新作		2		0		0		1		3		+ 3				2		2		+ 2				1,816		1,816		2.753		4				62.73

		15		北松戸		中和倉		1		0		0		0		1		+ 1				3		0		+ 3				2,047		2,047		0.814		3				49.96

		16		北松戸		北松戸１丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		1		+ 1				265		500		0.000		1				44.59

		17		北松戸		北松戸２丁目		0		0		1		0		1		+ 1				0		0		- 2				691		691		2.412		4				60.49

		18		北松戸		北松戸３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				372		500		0.000		1				44.59

		19		北松戸		上本郷		2		1		0		5		8		- 2				12		6		- 3				8,604		8,604		1.550		3				54.80

		20		北松戸		南花島		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				219		500		0.000		1				44.59

		21		北松戸		南花島１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				510		510		0.000		1				44.59

		22		北松戸		南花島２丁目		0		0		0		1		1		±0				0		0		- 1				419		500		3.333		4				66.56

		23		北松戸		南花島３丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		0		+ 1				636		636		0.000		1				44.59

		24		北松戸		南花島４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				460		500		0.000		1				44.59

		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				111		500		0.000		1				44.59

		26		新松戸		横須賀１丁目		1		0		0		2		3		+ 2				0		0		±0				584		584		8.562		5				101.00

		27		新松戸		横須賀２丁目		1		0		0		0		1		- 2				0		0		±0				788		788		2.115		4				58.53

		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				1,024		1,024		0.000		1				44.59

		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				1,150		1,150		0.000		1				44.59

		30		新松戸		新松戸１丁目		1		0		0		0		1		- 1				12		3		- 1				1,045		1,045		1.595		3				55.10

		31		新松戸		新松戸２丁目		0		0		0		1		1		±0				4		4		- 1				498		500		3.333		4				66.56

		32		新松戸		新松戸３丁目		0		0		0		2		2		- 1				4		1		- 1				3,893		3,893		0.856		3				50.24

		33		新松戸		新松戸４丁目		0		0		0		1		1		- 1				8		3		+ 6				2,031		2,031		0.821		3				50.00

		34		新松戸		新松戸５丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		- 1				1,847		1,847		0.000		1				44.59

		35		新松戸		新松戸６丁目		0		0		0		2		2		+ 1				0		0		- 1				2,030		2,030		1.642		3				55.41

		36		新松戸		新松戸７丁目		1		1		0		1		3		±0				0		0		- 2				3,633		3,633		1.376		3				53.66

		37		新松戸		新松戸東		0		0		0		0		0		- 1				2		0		+ 2				444		500		0.000		1				44.59

		38		新松戸		幸谷		0		0		0		0		0		- 1				7		5		+ 3				1,675		1,675		0.000		1				44.59

		39		栄町		栄町西１丁目		0		0		0		1		1		- 1				0		0		- 2				486		500		3.333		4				66.56

		40		栄町		栄町西２丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				298		500		0.000		1				44.59

		41		栄町		栄町西３丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				694		694		0.000		1				44.59

		42		栄町		栄町西４丁目		0		0		0		1		1		±0				0		0		±0				341		500		3.333		4				66.56

		43		栄町		栄町西５丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				457		500		0.000		1				44.59

		44		栄町		栄町１丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		±0				438		500		0.000		1				44.59

		45		栄町		栄町２丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		- 1				425		500		0.000		1				44.59

		46		栄町		栄町３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				608		608		0.000		1				44.59

		47		栄町		栄町４丁目		0		1		0		0		1		- 1				0		0		±0				532		532		3.133		4				65.23

		48		栄町		栄町５丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		±0				738		738		0.000		1				44.59

		49		栄町		栄町６丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				612		612		0.000		1				44.59

		50		栄町		栄町７丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				1,057		1,057		0.000		1				44.59

		51		栄町		栄町８丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		1		+ 2				1,162		1,162		0.000		1				44.59

		52		栄町		古ケ崎		0		0		0		1		1		- 2				1		1		- 2				1,508		1,508		1.105		3				51.88

		53		栄町		古ケ崎１丁目		0		0		0		0		0		- 1				3		3		+ 3				393		500		0.000		1				44.59

		54		栄町		古ケ崎２丁目		0		0		0		1		1		- 1				2		2		+ 1				1,231		1,231		1.354		3				53.51

		55		栄町		古ケ崎３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				1,127		1,127		0.000		1				44.59

		56		栄町		古ケ崎４丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 1				1,247		1,247		1.337		3				53.40

		57		栄町		中根長津町		1		0		0		1		2		±0				0		0		- 1				527		527		6.325		5				86.27

		58		栄町		南花島向町 ム マチ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				75		500		0.000		1				44.59

		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				441		500		0.000		1				44.59

		60		馬橋西		七右衛門新田		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				85		500		0.000		1				44.59

		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				88		500		0.000		1				44.59

		62		馬橋西		旭町１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				23		500		0.000		1				44.59

		63		馬橋西		旭町２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				150		500		0.000		1				44.59

		64		馬橋西		旭町３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				64		500		0.000		1				44.59

		65		馬橋西		旭町４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				35		500		0.000		1				44.59

		66		馬橋西		新松戸南１丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 1				1,284		1,284		1.298		3				53.15

		67		馬橋西		新松戸南２丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		0		+ 1				750		750		0.000		1				44.59

		68		馬橋西		新松戸南３丁目		0		1		0		0		1		+ 1				0		1		±0				920		920		1.812		3				56.53

		69		馬橋西		西馬橋１丁目		0		0		0		1		1		- 1				0		0		- 3				1,327		1,327		1.256		3				52.87

		70		馬橋西		西馬橋２丁目		3		0		0		0		3		+ 3				2		2		+ 2				845		845		5.917		5				83.58

		71		馬橋西		西馬橋３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				1,119		1,119		0.000		1				44.59

		72		馬橋西		西馬橋４丁目		0		0		0		0		0		- 2				1		0		±0				1,133		1,133		0.000		1				44.59

		73		馬橋西		西馬橋５丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				455		500		0.000		1				44.59

		74		馬橋西		西馬橋相川町		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				638		638		0.000		1				44.59

		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		0		0		0		1		1		±0				7		4		+ 1				825		825		2.020		3				57.90

		76		馬橋西		西馬橋広手町		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				518		518		0.000		1				44.59

		77		馬橋西		西馬橋幸町		0		0		0		1		1		±0				3		0		- 1				697		697		2.391		4				60.35

		78		八柱		千駄堀		0		0		0		0		0		- 5				4		3		+ 3				3,179		3,179		0.000		1				44.59

		79		八柱		常盤平陣屋前		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 1				908		908		1.836		3				56.69

		80		八柱		日暮		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				59		500		0.000		1				44.59

		81		八柱		日暮１丁目		0		0		0		0		0		±0				3		1		- 3				469		500		0.000		1				44.59

		82		八柱		日暮２丁目		0		0		0		0		0		- 3				3		1		±0				526		526		0.000		1				44.59

		83		八柱		日暮３丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		- 2				751		751		0.000		1				44.59

		84		八柱		日暮４丁目		1		0		0		0		1		±0				0		0		- 1				441		500		3.333		4				66.56

		85		八柱		日暮５丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 2				752		752		0.000		1				44.59

		86		八柱		日暮６丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				380		500		0.000		1				44.59

		87		八柱		日暮７丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				976		976		0.000		1				44.59

		88		八柱		日暮８丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				339		500		0.000		1				44.59

		89		八柱		牧の原１丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 2				1,239		1,239		1.345		3				53.46

		90		八柱		牧の原２丁目		2		0		0		0		2		+ 2				0		0		- 1				1,146		1,146		2.909		4				63.76

		91		八柱		河原塚		1		0		0		0		1		+ 1				3		2		+ 1				3,023		3,023		0.551		3				48.23

		92		稔台		仲井町１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				406		500		0.000		1				44.59

		93		稔台		仲井町２丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		0		+ 1				379		500		0.000		1				44.59

		94		稔台		仲井町３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				352		500		0.000		1				44.59

		95		稔台		松戸新田		1		1		0		2		4		- 7				3		3		- 4				8,006		8,006		0.833		3				50.08

		96		稔台		野菊野		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				655		655		0.000		1				44.59

		97		稔台		稔台		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				445		500		0.000		1				44.59

		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				1,155		1,155		0.000		1				44.59

		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		1		0		0		0		1		±0				1		1		±0				1,140		1,140		1.462		3				54.23

		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 3				1,525		1,525		0.000		1				44.59

		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				217		500		0.000		1				44.59

		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		0		0		0		1		1		±0				0		0		±0				155		500		3.333		4				66.56

		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				0		500		0.000		1				44.59

		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		- 1				1		1		- 2				1,806		1,806		0.000		1				44.59

		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		- 2				1		0		+ 1				720		720		0.000		1				44.59

		106		松飛台		牧の原		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				1,765		1,765		0.000		1				44.59

		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 2				788		788		0.000		1				44.59

		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		0		0		0		2		2		+ 2				0		0		- 1				1,362		1,362		2.447		4				60.72

		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		1		0		0		0		1		±0				1		1		+ 1				1,080		1,080		1.543		3				54.76

		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				363		500		0.000		1				44.59

		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				205		500		0.000		1				44.59

		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		1		0		0		0		1		±0				0		0		±0				203		500		3.333		4				66.56

		113		松飛台		松飛台		0		0		0		0		0		- 3				3		2		+ 2				4,034		4,034		0.000		1				44.59

		114		松飛台		串崎新田		0		1		0		2		3		+ 3				1		1		- 1				901		901		5.549		5				81.16

		115		松飛台		串崎南町		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				759		759		0.000		1				44.59

		116		２０Ｃ		美野里町		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 2				572		572		0.000		1				44.59

		117		２０Ｃ		柿の木町		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				299		500		0.000		1				44.59

		118		２０Ｃ		中松町		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				399		500		0.000		1				44.59

		119		２０Ｃ		萩町		0		0		0		0		0		±0				2		0		+ 1				852		852		0.000		1				44.59

		120		２０Ｃ		戸山町		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				446		500		0.000		1				44.59

		121		２０Ｃ		梨元町		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				332		500		0.000		1				44.59

		122		２０Ｃ		丸山町		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				369		500		0.000		1				44.59

		123		２０Ｃ		和名ケ谷		0		0		0		0		0		- 3				0		0		±0				3,145		3,145		0.000		1				44.59

		124		２０Ｃ		大橋		1		0		0		2		3		+ 2				0		0		- 2				1,600		1,600		3.125		4				65.18

		125		２０Ｃ		秋山		3		1		0		0		4		+ 4				2		1		+ 2				1,615		1,615		4.128		4				71.79

		126		２０Ｃ		秋山１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				900		900		0.000		1				44.59

		127		矢切		上矢切		1		0		0		0		1		- 3				0		0		±0				2,137		2,137		0.780		3				49.73

		128		矢切		中矢切		0		0		0		0		0		±0				2		2		+ 1				596		596		0.000		1				44.59

		129		矢切		下矢切		1		0		0		0		1		+ 1				1		1		±0				1,823		1,823		0.914		3				50.62

		130		矢切		三矢小台１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				228		500		0.000		1				44.59

		131		矢切		三矢小台２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				352		500		0.000		1				44.59

		132		矢切		三矢小台３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				513		513		0.000		1				44.59

		133		矢切		三矢小台４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				419		500		0.000		1				44.59

		134		矢切		三矢小台５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				589		589		0.000		1				44.59

		135		矢切		栗山		0		0		0		0		0		- 3				0		0		- 1				1,008		1,008		0.000		1				44.59

		136		東松戸		田中新田		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				141		500		0.000		1				44.59

		137		東松戸		紙敷		1		0		0		0		1		- 1				1		0		±0				1,073		1,073		1.553		3				54.83

		138		東松戸		紙敷１丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		1		+ 1				640		640		0.000		1				44.59

		139		東松戸		紙敷２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				13		500		0.000		1				44.59

		140		東松戸		紙敷３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				95		500		0.000		1				44.59

		141		東松戸		東松戸１丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				1,600		1,600		0.000		1				44.59

		142		東松戸		東松戸２丁目		0		0		0		0		0		±0				4		3		±0				1,462		1,462		0.000		1				44.59

		143		東松戸		東松戸３丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		2		+ 1				622		622		0.000		1				44.59

		144		東松戸		東松戸４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				313		500		0.000		1				44.59

		145		東松戸		高塚新田		5		1		0		6		12		+ 4				9		4		+ 2				6,177		6,177		3.238		4				65.93

		146		東松戸		秋山２丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				772		772		0.000		1				44.59

		147		東松戸		秋山３丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		±0				784		784		0.000		1				44.59

		148		小金		幸田 サイワイ タ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				16		500		0.000		1				44.59

		149		小金		幸田１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				285		500		0.000		1				44.59

		150		小金		幸田２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				473		500		0.000		1				44.59

		151		小金		幸田３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				353		500		0.000		1				44.59

		152		小金		幸田４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				161		500		0.000		1				44.59

		153		小金		幸田５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				583		583		0.000		1				44.59

		154		小金		中金杉１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				478		500		0.000		1				44.59

		155		小金		中金杉２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				166		500		0.000		1				44.59

		156		小金		中金杉３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				285		500		0.000		1				44.59

		157		小金		中金杉４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				323		500		0.000		1				44.59

		158		小金		中金杉５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				278		500		0.000		1				44.59

		159		小金		大金平１丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				442		500		0.000		1				44.59

		160		小金		大金平２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				484		500		0.000		1				44.59

		161		小金		大金平３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				343		500		0.000		1				44.59

		162		小金		大金平４丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		- 1				635		635		0.000		1				44.59

		163		小金		大金平５丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		0		+ 1				632		632		0.000		1				44.59

		164		小金		大谷口		0		0		0		0		0		- 2				1		1		- 2				1,530		1,530		0.000		1				44.59

		165		小金		平賀		1		0		0		0		1		±0				0		0		- 4				1,200		1,200		1.389		3				53.74

		166		小金		殿平賀		0		0		0		0		0		±0				1		0		±0				1,444		1,444		0.000		1				44.59

		167		小金		東平賀		1		0		0		0		1		±0				1		0		- 3				2,080		2,080		0.801		3				49.87

		168		小金		小金		0		0		0		1		1		- 3				5		2		- 3				2,220		2,220		0.751		3				49.54

		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				458		500		0.000		1				44.59

		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		0		0		0		2		2		+ 2				0		0		- 1				557		557		5.984		5				84.02

		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				683		683		0.000		1				44.59

		172		小金		小金清志町１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				198		500		0.000		1				44.59

		173		小金		小金清志町２丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				472		500		0.000		1				44.59

		174		小金		小金清志町３丁目		0		1		0		1		2		+ 2				0		0		- 1				425		500		6.667		5				88.52

		175		小金		小金上総町		0		2		0		0		2		+ 2				0		0		±0				629		629		5.299		5				79.51

		176		小金原		根木内		2		0		0		0		2		- 2				0		0		- 2				2,064		2,064		1.615		3				55.23

		177		小金原		久保平賀		0		0		0		1		1		+ 1				1		0		±0				695		695		2.398		4				60.39

		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				332		500		0.000		1				44.59

		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				172		500		0.000		1				44.59

		180		小金原		小金原１丁目		1		0		0		0		1		+ 1				1		1		+ 1				935		935		1.783		3				56.34

		181		小金原		小金原２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				638		638		0.000		1				44.59

		182		小金原		小金原３丁目		1		0		0		0		1		- 1				1		0		+ 1				1,480		1,480		1.126		3				52.01

		183		小金原		小金原４丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				1,241		1,241		0.000		1				44.59

		184		小金原		小金原５丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				1,261		1,261		0.000		1				44.59

		185		小金原		小金原６丁目		0		0		0		2		2		+ 2				1		1		- 1				1,512		1,512		2.205		4				59.12

		186		小金原		小金原７丁目		1		0		0		0		1		±0				1		1		±0				1,578		1,578		1.056		3				51.55

		187		小金原		小金原８丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		0		+ 1				825		825		0.000		1				44.59

		188		小金原		小金原９丁目		0		0		0		1		1		- 2				1		1		+ 1				1,264		1,264		1.319		3				53.28

		189		小金原		栗ケ沢		1		0		0		1		2		±0				0		0		- 3				968		968		3.444		4				67.28

		190		馬橋		二ツ木		0		0		0		1		1		±0				2		2		+ 1				2,672		2,672		0.624		3				48.70

		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				264		500		0.000		1				44.59

		192		馬橋		三ケ月		0		0		0		0		0		- 2				1		0		±0				1,493		1,493		0.000		1				44.59

		193		馬橋		馬橋		0		0		0		0		0		- 5				9		6		+ 2				3,434		3,434		0.000		1				44.59

		194		馬橋		八ケ崎１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				609		609		0.000		1				44.59

		195		馬橋		八ケ崎２丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		- 2				934		934		0.000		1				44.59

		196		馬橋		八ケ崎３丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		±0				1,544		1,544		0.000		1				44.59

		197		馬橋		八ケ崎４丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				700		700		0.000		1				44.59

		198		馬橋		八ケ崎５丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		±0				1,091		1,091		1.528		3				54.66

		199		馬橋		八ケ崎６丁目		0		1		0		0		1		±0				2		1		+ 2				1,439		1,439		1.158		3				52.22

		200		馬橋		八ケ崎７丁目		1		0		0		0		1		+ 1				0		0		- 2				1,293		1,293		1.289		3				53.09

		201		馬橋		八ケ崎８丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		- 6				708		708		0.000		1				44.59

		202		馬橋		八ケ崎緑町		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				486		500		0.000		1				44.59

		203		常盤平		金ケ作		1		0		0		1		2		- 3				7		1		- 4				4,029		4,029		0.827		3				50.04

		204		常盤平		常盤平１丁目		0		0		0		2		2		+ 2				1		1		±0				1,068		1,068		3.121		4				65.16

		205		常盤平		常盤平２丁目		0		0		0		2		2		- 1				2		0		- 1				1,814		1,814		1.838		3				56.70

		206		常盤平		常盤平３丁目		0		0		0		1		1		+ 1				1		1		- 5				2,021		2,021		0.825		3				50.03

		207		常盤平		常盤平４丁目		1		0		0		4		5		+ 1				2		2		±0				2,632		2,632		3.166		4				65.45

		208		常盤平		常盤平６丁目		0		0		0		0		0		- 3				0		0		- 2				1,023		1,023		0.000		1				44.59

		209		常盤平		常盤平７丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		- 2				1,504		1,504		0.000		1				44.59

		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				0		500		0.000		1				44.59

		211		常盤平		常盤平西窪町		0		0		0		1		1		±0				0		0		±0				1,032		1,032		1.615		3				55.23

		212		常盤平		常盤平双葉町		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 3				855		855		0.000		1				44.59

		213		常盤平		常盤平柳町		0		0		0		1		1		±0				1		0		+ 1				801		801		2.081		4				58.30

		214		五香		常盤平５丁目		0		0		0		0		0		- 3				2		1		- 5				937		937		0.000		1				44.59

		215		五香		五香１丁目		0		0		0		1		1		+ 1				1		0		- 1				777		777		2.145		4				58.73

		216		五香		五香２丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				1,092		1,092		0.000		1				44.59

		217		五香		五香３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 3				673		673		0.000		1				44.59

		218		五香		五香４丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		- 1				1,330		1,330		0.000		1				44.59

		219		五香		五香５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				242		500		0.000		1				44.59

		220		五香		五香６丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 1				598		598		2.787		4				62.96

		221		五香		五香７丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 2				1,146		1,146		0.000		1				44.59

		222		五香		五香８丁目		0		0		0		0		0		±0				2		2		+ 1				498		500		0.000		1				44.59

		223		五香		五香南１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				442		500		0.000		1				44.59

		224		五香		五香南２丁目		0		0		0		0		0		- 5				1		0		+ 1				1,047		1,047		0.000		1				44.59

		225		五香		五香南３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				596		596		0.000		1				44.59

		226		五香		五香六実		0		0		0		1		1		+ 1				0		 		- 1				134		500		3.333		4				66.56

		227		六実		六高台１丁目		1		0		0		0		1		+ 1				0		0		±0				349		500		3.333		4				66.56

		228		六実		六高台２丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		±0				766		766		0.000		1				44.59

		229		六実		六高台３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				673		673		0.000		1				44.59

		230		六実		六高台４丁目		4		0		0		0		4		+ 3				1		1		+ 1				862		862		7.734		5				95.55

		231		六実		六高台５丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				1,188		1,188		0.000		1				44.59

		232		六実		六高台６丁目		0		0		0		0		0		±0				2		2		+ 2				601		601		0.000		1				44.59

		233		六実		六高台７丁目		0		0		0		1		1		+ 1				1		1		±0				1,536		1,536		1.085		3				51.74

		234		六実		六高台８丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		+ 1				1,389		1,389		0.000		1				44.59

		235		六実		六高台９丁目		0		0		0		1		1		+ 1				2		2		+ 2				544		544		3.064		4				64.78

		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				181		500		0.000		1				44.59

		237		六実		六実１丁目		2		0		0		0		2		+ 1				0		0		- 1				662		662		5.035		5				77.77

		238		六実		六実２丁目		1		0		0		1		2		+ 2				1		1		+ 1				666		666		5.005		5				77.57

		239		六実		六実３丁目		1		0		0		0		1		+ 1				0		0		- 2				811		811		2.055		3				58.13

		240		六実		六実４丁目		0		0		0		0		0		±0				2		0		±0				395		500		0.000		1				44.59

		241		六実		六実５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				436		500		0.000		1				44.59

		242		六実		六実６丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				798		798		0.000		1				44.59

		243		六実		六実７丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				103		500		0.000		1				44.59

		244		六実		高柳新田		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				160		500		0.000		1				44.59



&P/&N	&A


・入力シートから、必要な情報のみを取り出し、基本データを作成する重要なシートです。
・入力シートの行に対応しているので、入力シートの行を必ず管理番号順にしてください。

・人口は、人口リストから、町名ベースで抽出しています【VLOOKUP】。数式の修正は、基本的に不要です。
・町名が増減した場合は、表の中間（同一交番の間）に行を挿入してから、改めて管理番号順に町名を入力し直してください（交番ごとの集計にあたり、数式の修正が不要になります。）。



集計 (交番)

						令和３年		1		月 ガツ		～		6		月 ガツ

		管理
番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		　　　              罪種
   交番名  ツミ タネ コウバン メイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				人口 ジンコウ		人口補正
（500人未満は、500人とする。） ジンコウ ホセイ ニン ミマン ニン		危険指数
（1人1月あたりの窃盗発生件数×10000） キケン シスウ ニン ツキ セットウ ハッセイ ケンスウ		危険度
判定
（1～5） キケンド ハンテイ				偏差値
（特に使用していない。） ヘンサチ トク シヨウ

																								うち
施錠なし セジョウ

		交番 コウバン		1		駅前 エキマエ		2		0		0		1		3		- 17				33		20		- 3				16,588				0.301		1				34.97

		交番 コウバン		2		小根本 コネモト		0		0		0		2		2		- 3				3		3		- 5				8,894				0.375		1				36.71

		交番 コウバン		3		北松戸 キタマツド		5		1		1		7		14		+ 1				21		9		±0				16,705				1.397		5				60.99

		交番 コウバン		4		新松戸 シンマツド		4		1		0		9		14		- 4				39		17		+ 5				20,642				1.130		3				54.66

		交番 コウバン		5		栄町 サカエチョウ		1		1		0		6		8		- 8				15		11		+ 1				14,397				0.926		2				49.81

		交番 コウバン		6		馬橋西 マバシ ニシ		3		1		0		4		8		- 1				14		7		- 3				10,956				1.217		4				56.72

		交番 コウバン		7		八柱 ヤバシラ		4		0		0		2		6		- 5				14		8		- 10				14,188				0.705		2				44.55

		交番 コウバン		8		稔台 ミノリダイ		2		1		0		3		6		- 12				8		6		- 9				16,961				0.590		2				41.81

		交番 コウバン		9		松飛台 マツヒダイ		2		1		0		4		7		±0				6		5		- 1				11,460				1.018		3				51.99

		交番 コウバン		10		２０C		4		1		0		2		7		+ 2				4		1		- 2				10,529				1.108		3				54.13

		交番 コウバン		11		矢切 ヤギリ		2		0		0		0		2		- 5				3		3		±0				7,665				0.435		1				38.14

		交番 コウバン		12		東松戸 ヒガシ マツド		6		1		0		6		13		- 1				19		10		+ 3				13,692				1.582		5				65.40

		交番 コウバン		13		小金 コガネ		2		3		0		4		9		- 5				11		4		- 14				17,833				0.841		2				47.79

		交番 コウバン		14		小金原 コガネハラ		6		0		0		5		11		- 4				7		4		- 6				14,965				1.225		4				56.91

		交番 コウバン		15		馬橋 マバシ		1		1		0		2		4		- 9				17		12		- 7				16,667				0.400		1				37.31

		交番 コウバン		16		常盤平 トキワダイラ		2		0		0		12		14		- 5				14		5		- 16				16,779				1.391		5				60.84

		交番 コウバン		17		五香 ゴコウ		0		0		0		3		3		- 8				7		4		- 14				9,512				0.526		1				40.29

		交番 コウバン		18		六実 ムツミ		9		0		0		3		12		+ 7				12		10		+ 3				12,120				1.650		5				67.00

														計列の合計→ ケイ レツ ゴウケイ		143														250,553		←人口列の合計 ジンコウ レツ ゴウケイ

														集計（町名）シートの窃盗犯罪件数合計→ シュウケイ チョウ メイ セットウ ハンザイ ケンスウ ゴウケイ		143														250,553		←集計（町名）シートの人口列の合計 シュウケイ チョウ メイ ジンコウ レツ ゴウケイ

														上記２つが同数であればOK→ ジョウキ ドウスウ		TRUE														TRUE		←上記２つが同数であればOK ジョウキ ドウスウ



&P/&N	&A


・集計（町名）シートから、交番ごとに集計したシートです。

・危険度判定の基準は、個別（町名ごと）と異なります。
・元データは全て集計（個別）シートです。
・交番の範囲の選択に誤りがなければ、犯罪発生マップ貼り付け用の合計（青色セル）と同一になるはずです。



危険度算出

		危険度（1～5）の算出根拠 キケンド サンシュツ コンキョ



		★個別（町名ごと）の危険度判定 コベツ チョウ メイ キケンド ハンテイ																		★交番ごとの危険度判定 コウバン キケンド ハンテイ

		③		下位10の平均 シタ ヘイキン				6.208												③		下位3の平均 シタ ヘイキン				1.543

		（③－①）/３×２＋①				危険度5 キケンド		4.139		4.139		～		6.208		2.07				（③－①）/３×２＋①				危険度5 キケンド		1.353		1.353		～		1.543		0.19

		（③－①）/３＋①				危険度4 キケンド		2.069		2.069		～		4.139		2.07				（③－①）/３＋①				危険度4 キケンド		1.162		1.162		～		1.353		0.19

		①		中央値 チュウオウ チ		危険度3 キケンド		0.000		0.000		～		2.069		2.07				①		中央値 チュウオウ チ		危険度3 キケンド		0.972		0.972		～		1.162		0.19

		（①－②）/３＋②				危険度2 キケンド		0.455		0.455		～		0.000		-0.46				（①－②）/３＋②				危険度2 キケンド		0.563		0.563		～		0.972		0.41

						危険度１ キケンド				0.683		～		0.455		-0.23								危険度１ キケンド				0.359		～		0.563		0.20

		②		上位10の平均 ウエ ヘイキン				0.683												②		上位3の平均 ウエ ヘイキン				0.359



				・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ワースト10 キケン シスウ																		・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ワースト3 キケン シスウ

						ワースト1位 イ		8.562																ワースト1位 イ		1.650

						ワースト2位 イ		7.734																ワースト2位 イ		1.582

						ワースト3位 イ		6.667																ワースト3位 イ		1.397

						ワースト4位 イ		6.325

						ワースト5位 イ		5.984

						ワースト6位 イ		5.917

						ワースト7位 イ		5.549

						ワースト8位 イ		5.299

						ワースト9位 イ		5.035

						ワースト10位 イ		5.005



				・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ベスト10（ただし、0.00を除く。） キケン シスウ ノゾ																		・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ベスト3 キケン シスウ

						ベスト1位 イ		0.398																ベスト1位 イ		0.301

						ベスト2位 イ		0.538																ベスト2位 イ		0.375

						ベスト3位 イ		0.551																ベスト3位 イ		0.400

						ベスト4位 イ		0.624

						ベスト5位 イ		0.751

						ベスト6位 イ		0.754

						ベスト7位 イ		0.780

						ベスト8位 イ		0.801

						ベスト9位 イ		0.814

						ベスト10位 イ		0.821













・危険度の判定基準を算出するためのシートです。

・集計シート（個別・交番）から危険指数の上位下位をピックアップし、判定基準を計算しています。
・この危険度判定基準を用いて、集計シート（個別・交番）の危険度判定欄が入力されます。



犯罪発生マップ貼り付け用

				令和３年		1		月 ガツ		～		6		月 ガツ

		1　駅前 エキマエ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				樋野口										0		- 2				2		1		±0				1

				根本								1		1		- 2				13		8		+ 8				3

				本町										0		- 5				1				- 4				1

				小山										0		- 1								- 1				1

				松戸		2								2		- 7				17		11		- 6				3

		駅前 エキマエ		計 ケイ		2		0		0		1		3		- 17				33		20		- 3				1



		2　小根本 コネモト

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				竹ケ花										0		- 1				1		1		+ 1				1

				吉井町										0		±0								- 1				1

				小根本								1		1		±0				2		2		- 1				3

				緑ケ丘１丁目										0		±0								±0				1

				緑ケ丘２丁目										0		±0								±0				1

				胡録台										0		±0								- 3				1

				岩瀬								1		1		- 2								- 1				3

		小根本 コネモト		計 ケイ		0		0		0		2		2		- 3				3		3		- 5				1



		3　北松戸 キタマツド

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				中根										0		±0				1				+ 1				1

				新作		2						1		3		+ 3				2		2		+ 2				4

				中和倉		1								1		+ 1				3				+ 3				3

				北松戸１丁目										0		- 1				2		1		+ 1				1

				北松戸２丁目						1				1		+ 1								- 2				4

				北松戸３丁目										0		±0								±0				1

				上本郷		2		1				5		8		- 2				12		6		- 3				3

				南花島										0		±0								- 1				1

				南花島１丁目										0		±0								±0				1

				南花島２丁目								1		1		±0								- 1				4

				南花島３丁目										0		- 1				1				+ 1				1

				南花島４丁目										0		±0								±0				1

				南花島中町 ナカ マチ										0		±0								- 1				1

		北松戸 キタマツド		計 ケイ		5		1		1		7		14		+ 1				21		9		±0				5



		4　新松戸 シンマツド

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				横須賀１丁目		1						2		3		+ 2								±0				5

				横須賀２丁目		1								1		- 2								±0				4

				新松戸北１丁目 キタ										0		±0								±0				1

				新松戸北２丁目 キタ										0		±0				1		1		+ 1				1

				新松戸１丁目		1								1		- 1				12		3		- 1				3

				新松戸２丁目								1		1		±0				4		4		- 1				4

				新松戸３丁目								2		2		- 1				4		1		- 1				3

				新松戸４丁目								1		1		- 1				8		3		+ 6				3

				新松戸５丁目										0		±0				1				- 1				1

				新松戸６丁目								2		2		+ 1								- 1				3

				新松戸７丁目		1		1				1		3		±0								- 2				3

				新松戸東										0		- 1				2				+ 2				1

				幸谷										0		- 1				7		5		+ 3				1

		新松戸 シンマツド		計 ケイ		4		1		0		9		14		- 4				39		17		+ 5				3



		5　栄町 サカ マチ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				栄町西１丁目								1		1		- 1								- 2				4

				栄町西２丁目										0		±0				1		1		±0				1

				栄町西３丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				栄町西４丁目								1		1		±0								±0				4

				栄町西５丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				栄町１丁目										0		±0				1				±0				1

				栄町２丁目										0		±0				1				- 1				1

				栄町３丁目										0		- 1								±0				1

				栄町４丁目				1						1		- 1								±0				4

				栄町５丁目										0		- 1				1		1		±0				1

				栄町６丁目										0		±0								- 1				1

				栄町７丁目										0		±0								±0				1

				栄町８丁目										0		- 1				2		1		+ 2				1

				古ケ崎								1		1		- 2				1		1		- 2				3

				古ケ崎１丁目										0		- 1				3		3		+ 3				1

				古ケ崎２丁目								1		1		- 1				2		2		+ 1				3

				古ケ崎３丁目										0		±0								±0				1

				古ケ崎４丁目								1		1		+ 1								- 1				3

				中根長津町		1						1		2		±0								- 1				5

				南花島向町 ム マチ										0		±0								±0				1

				竹ケ花西町 ニシ マチ										0		±0				1				+ 1				1

		栄町 サカエチョウ		計 ケイ		1		1		0		6		8		- 8				15		11		+ 1				2



		6　馬橋西 マバシ ニシ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				七右衛門新田										0		±0								- 1				1

				主水新田 シュ スイ シン タ										0		±0								±0				1

				旭町１丁目										0		±0								±0				1

				旭町２丁目										0		±0								±0				1

				旭町３丁目										0		±0								±0				1

				旭町４丁目										0		±0								±0				1

				新松戸南１丁目								1		1		+ 1								- 1				3

				新松戸南２丁目										0		- 1				1				+ 1				1

				新松戸南３丁目				1						1		+ 1						1		±0				3

				西馬橋１丁目								1		1		- 1								- 3				3

				西馬橋２丁目		3								3		+ 3				2		2		+ 2				5

				西馬橋３丁目										0		±0								- 1				1

				西馬橋４丁目										0		- 2				1				±0				1

				西馬橋５丁目										0		- 1								±0				1

				西馬橋相川町										0		±0								±0				1

				西馬橋蔵元町								1		1		±0				7		4		+ 1				3

				西馬橋広手町										0		- 1								±0				1

				西馬橋幸町								1		1		±0				3				- 1				4

		馬橋西 マバシ ニシ		計 ケイ		3		1		0		4		8		- 1				14		7		- 3				4



		7　八柱 ハチ ハシラ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				千駄堀										0		- 5				4		3		+ 3				1

				常盤平陣屋前								1		1		+ 1								- 1				3

				日暮										0		±0								±0				1

				日暮１丁目										0		±0				3		1		- 3				1

				日暮２丁目										0		- 3				3		1		±0				1

				日暮３丁目										0		- 1				1		1		- 2				1

				日暮４丁目		1								1		±0								- 1				4

				日暮５丁目										0		- 1								- 2				1

				日暮６丁目										0		±0								- 1				1

				日暮７丁目										0		±0								- 1				1

				日暮８丁目										0		±0								±0				1

				牧の原１丁目								1		1		+ 1								- 2				3

				牧の原２丁目		2								2		+ 2								- 1				4

				河原塚		1								1		+ 1				3		2		+ 1				3

		八柱 ハチ ハシラ		計 ケイ		4		0		0		2		6		- 5				14		8		- 10				2



		8　稔台 ミノリ ダイ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				仲井町１丁目										0		±0								±0				1

				仲井町２丁目										0		- 1				1				+ 1				1

				仲井町３丁目										0		±0								- 1				1

				松戸新田		1		1				2		4		- 7				3		3		- 4				3

				野菊野										0		±0								±0				1

				稔台										0		±0				1		1		±0				1

				稔台１丁目 ミノル ダイ										0		- 1								- 1				1

				稔台２丁目 ミノル ダイ		1								1		±0				1		1		±0				3

				稔台３丁目 ミノル ダイ										0		±0								- 3				1

				稔台４丁目 ミノル ダイ										0		±0								±0				1

				稔台５丁目 ミノル ダイ								1		1		±0								±0				4

				稔台６丁目 ミノル ダイ										0		±0								±0				1

				稔台７丁目 ミノル ダイ										0		- 1				1		1		- 2				1

				稔台８丁目 ミノル ダイ										0		- 2				1				+ 1				1

		稔台 ミノリダイ		計 ケイ		2		1		0		3		6		- 12				8		6		- 9				2



		9　松飛台 マツヒダイ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				牧の原										0		- 1								±0				1

				五香西１丁目 ニシ										0		±0								- 2				1

				五香西２丁目 ニシ								2		2		+ 2								- 1				4

				五香西３丁目 ニシ		1								1		±0				1		1		+ 1				3

				五香西４丁目 ニシ										0		±0								±0				1

				五香西５丁目 ニシ										0		±0				1		1		+ 1				1

				五香西６丁目 ニシ		1								1		±0								±0				4

				松飛台										0		- 3				3		2		+ 2				1

				串崎新田				1				2		3		+ 3				1		1		- 1				5

				串崎南町										0		- 1								- 1				1

		松飛台 マツヒダイ		計 ケイ		2		1		0		4		7		±0				6		5		- 1				3



		10　二十世紀が丘 ニジュッセイキ オカ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				美野里町										0		±0								- 2				1

				柿の木町										0		±0								±0				1

				中松町										0		±0								±0				1

				萩町										0		±0				2				+ 1				1

				戸山町										0		±0								±0				1

				梨元町										0		±0								±0				1

				丸山町										0		- 1								±0				1

				和名ケ谷										0		- 3								±0				1

				大橋		1						2		3		+ 2								- 2				4

				秋山		3		1						4		+ 4				2		1		+ 2				4

				秋山１丁目										0		±0								- 1				1

		２０C		計 ケイ		4		1		0		2		7		+ 2				4		1		- 2				3



		11　矢切 ヤギリ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				上矢切		1								1		- 3								±0				3

				中矢切										0		±0				2		2		+ 1				1

				下矢切		1								1		+ 1				1		1		±0				3

				三矢小台１丁目										0		±0								±0				1

				三矢小台２丁目										0		±0								±0				1

				三矢小台３丁目										0		±0								±0				1

				三矢小台４丁目										0		±0								±0				1

				三矢小台５丁目										0		±0								±0				1

				栗山										0		- 3								- 1				1

		矢切 ヤギリ		計 ケイ		2		0		0		0		2		- 5				3		3		±0				1



		12　東松戸 ヒガシマツド

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				田中新田										0		±0								±0				1

				紙敷		1								1		- 1				1				±0				3

				紙敷１丁目										0		- 1				2		1		+ 1				1

				紙敷２丁目										0		±0								±0				1

				紙敷３丁目										0		±0								±0				1

				東松戸１丁目										0		- 1								- 1				1

				東松戸２丁目										0		±0				4		3		±0				1

				東松戸３丁目										0		- 1				2		2		+ 1				1

				東松戸４丁目										0		±0								±0				1

				高塚新田		5		1				6		12		+ 4				9		4		+ 2				4

				秋山２丁目										0		- 1								±0				1

				秋山３丁目										0		±0				1				±0				1

		東松戸 ヒガシ マツド		計 ケイ		6		1		0		6		13		- 1				19		10		+ 3				5



		13　小金 コガネ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				幸田 サイワイ タ										0		±0								±0				1

				幸田１丁目										0		±0								±0				1

				幸田２丁目										0		±0								- 1				1

				幸田３丁目										0		±0								±0				1

				幸田４丁目										0		±0								±0				1

				幸田５丁目										0		±0								±0				1

				中金杉１丁目										0		±0								±0				1

				中金杉２丁目										0		±0								±0				1

				中金杉３丁目										0		±0								±0				1

				中金杉４丁目										0		±0								±0				1

				中金杉５丁目										0		±0								±0				1

				大金平１丁目										0		±0				1				+ 1				1

				大金平２丁目										0		±0								±0				1

				大金平３丁目										0		- 1								±0				1

				大金平４丁目										0		- 2								- 1				1

				大金平５丁目										0		- 1				1				+ 1				1

				大谷口										0		- 2				1		1		- 2				1

				平賀		1								1		±0								- 4				3

				殿平賀										0		±0				1				±0				1

				東平賀		1								1		±0				1				- 3				3

				小金								1		1		- 3				5		2		- 3				3

				小金きよしケ丘１丁目										0		- 1								- 1				1

				小金きよしケ丘２丁目								2		2		+ 2								- 1				5

				小金きよしケ丘３丁目										0		- 1								±0				1

				小金清志町１丁目										0		±0								±0				1

				小金清志町２丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				小金清志町３丁目				1				1		2		+ 2								- 1				5

				小金上総町				2						2		+ 2								±0				5

		小金 コガネ		計 ケイ		2		3		0		4		9		- 5				11		4		- 14				2



		14　小金原 コガネハラ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				根木内		2								2		- 2								- 2				3

				久保平賀								1		1		+ 1				1				±0				4

				小金きよしケ丘４丁目										0		±0								- 1				1

				小金きよしケ丘５丁目										0		±0								- 1				1

				小金原１丁目		1								1		+ 1				1		1		+ 1				3

				小金原２丁目										0		±0								±0				1

				小金原３丁目		1								1		- 1				1				+ 1				3

				小金原４丁目										0		- 1								- 1				1

				小金原５丁目										0		- 1								- 1				1

				小金原６丁目								2		2		+ 2				1		1		- 1				4

				小金原７丁目		1								1		±0				1		1		±0				3

				小金原８丁目										0		- 1				1				+ 1				1

				小金原９丁目								1		1		- 2				1		1		+ 1				3

				栗ケ沢		1						1		2		±0								- 3				4

		小金原 コガネ ハラ		計 ケイ		6		0		0		5		11		- 4				7		4		- 6				4



		15　馬橋 マバシ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				二ツ木								1		1		±0				2		2		+ 1				3

				二ツ木二葉町 フタ ハ マチ										0		±0								- 1				1

				三ケ月										0		- 2				1				±0				1

				馬橋										0		- 5				9		6		+ 2				1

				八ケ崎１丁目										0		±0								- 1				1

				八ケ崎２丁目										0		- 2								- 2				1

				八ケ崎３丁目										0		- 1				1		1		±0				1

				八ケ崎４丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				八ケ崎５丁目								1		1		+ 1								±0				3

				八ケ崎６丁目				1						1		±0				2		1		+ 2				3

				八ケ崎７丁目		1								1		+ 1								- 2				3

				八ケ崎８丁目										0		- 1				1		1		- 6				1

				八ケ崎緑町										0		±0								- 1				1

		馬橋 マバシ		計 ケイ		1		1		0		2		4		- 9				17		12		- 7				1



		16　常盤平 トキワダイラ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				金ケ作		1						1		2		- 3				7		1		- 4				3

				常盤平１丁目								2		2		+ 2				1		1		±0				4

				常盤平２丁目								2		2		- 1				2				- 1				3

				常盤平３丁目								1		1		+ 1				1		1		- 5				3

				常盤平４丁目		1						4		5		+ 1				2		2		±0				4

				常盤平６丁目										0		- 3								- 2				1

				常盤平７丁目										0		- 2								- 2				1

				常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ										0		±0								±0				1

				常盤平西窪町								1		1		±0								±0				3

				常盤平双葉町										0		±0								- 3				1

				常盤平柳町								1		1		±0				1				+ 1				4

		常盤平 トキワダイラ		計 ケイ		2		0		0		12		14		- 5				14		5		- 16				5



		17　五香 ゴコウ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				常盤平５丁目										0		- 3				2		1		- 5				1

				五香１丁目								1		1		+ 1				1				- 1				4

				五香２丁目										0		- 1								- 1				1

				五香３丁目										0		- 1								- 3				1

				五香４丁目										0		±0				1		1		- 1				1

				五香５丁目										0		±0								±0				1

				五香６丁目								1		1		+ 1								- 1				4

				五香７丁目										0		- 1								- 2				1

				五香８丁目										0		±0				2		2		+ 1				1

				五香南１丁目										0		±0								- 1				1

				五香南２丁目										0		- 5				1				+ 1				1

				五香南３丁目										0		±0								±0				1

				五香六実								1		1		+ 1						 		- 1				4

		五香 ゴコウ		計 ケイ		0		0		0		3		3		- 8				7		4		- 14				1



		18　六実 ムツミ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				六高台１丁目		1								1		+ 1								±0				4

				六高台２丁目										0		- 1				1		1		±0				1

				六高台３丁目										0		- 1								±0				1

				六高台４丁目		4								4		+ 3				1		1		+ 1				5

				六高台５丁目										0		±0				1		1		±0				1

				六高台６丁目										0		±0				2		2		+ 2				1

				六高台７丁目								1		1		+ 1				1		1		±0				3

				六高台８丁目										0		- 1				1		1		+ 1				1

				六高台９丁目								1		1		+ 1				2		2		+ 2				4

				六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ										0		±0								±0				1

				六実１丁目		2								2		+ 1								- 1				5

				六実２丁目		1						1		2		+ 2				1		1		+ 1				5

				六実３丁目		1								1		+ 1								- 2				3

				六実４丁目										0		±0				2				±0				1

				六実５丁目										0		±0								±0				1

				六実６丁目										0		±0								±0				1

				六実７丁目										0		±0								- 1				1

				高柳新田										0		±0								±0				1

		六実 ムツミ		計 ケイ		9		0		0		3		12		+ 7				12		10		+ 3				5



		↓交番ごと以外に、犯罪発生マップに貼り付ける用↓ コウバン イガイ ハンザイ ハッセイ ハ ツ ヨウ

				松戸		2								2		- 7				17		11		- 6				3

				根本								1		1		- 2				13		8		+ 8				3



				中根										0		±0				1				+ 1				1

				新作		2						1		3		+ 3				2		2		+ 2				4

				中和倉		1								1		+ 1				3				+ 3				3

				幸谷										0		- 1				7		5		+ 3				1



				松戸		2								2		- 7				17		11		- 6				3

				根本								1		1		- 2				13		8		+ 8				3



				新作		2						1		3		+ 3				2		2		+ 2				4

				上本郷		2		1				5		8		- 2				12		6		- 3				3





&P/&N	


・犯罪発生マップに貼り付けるために、集計（町名）シートから値だけを引用しているシートです。

・水色セル以外は全て、集計（個別）のデータから、町名ベースで抽出しています【VLOOKUP】。
・町名に応じた件数データになるので、数式の修正は基本的に不要です。
・町名が増減した場合は、表の中間に行を挿入し、町名の欄のみを順番に入力し直してください。



【参考】自動車盗

				駅前 エキマエ		小根本 コネモト		北松戸 キタマツド		新松戸 シンマツド		栄町 サカエチョウ		馬橋西 マバシ ニシ		八柱 ヤバシラ		稔台 ミノリダイ		松飛台 マツヒダイ		２０C		矢切 ヤギリ		東松戸 ヒガシ マツド		小金 コガネ		小金原 コガネハラ		馬橋 マバシ		常盤平 トキワダイラ		五香 ゴコウ		六実 ムツミ		計 ケイ

		自転車盗 ジテンシャ トウ		33		3		21		39		15		14		14		8		6		4		3		19		11		7		17		14		7		12		247

		うち施錠なし セジョウ		20		3		9		17		11		7		8		6		5		1		3		10		4		4		12		5		4		10		139

		施錠なしの割合 セジョウ ワリアイ		60.6%		100.0%		42.9%		43.6%		73.3%		50.0%		57.1%		75.0%		83.3%		25.0%		100.0%		52.6%		36.4%		57.1%		70.6%		35.7%		57.1%		83.3%		56.3%



自転車盗	駅前	小根本	北松戸	新松戸	栄町	馬橋西	八柱	稔台	松飛台	２０C	矢切	東松戸	小金	小金原	馬橋	常盤平	五香	六実	33	3	21	39	15	14	14	8	6	4	3	19	11	7	17	14	7	12	うち施錠なし	駅前	小根本	北松戸	新松戸	栄町	馬橋西	八柱	稔台	松飛台	２０	C	矢切	東松戸	小金	小金原	馬橋	常盤平	五香	六実	20	3	9	17	11	7	8	6	5	1	3	10	4	4	12	5	4	10	施錠なしの割合	駅前	小根本	北松戸	新松戸	栄町	馬橋西	八柱	稔台	松飛台	２０C	矢切	東松戸	小金	小金原	馬橋	常盤平	五香	六実	0.60606060606060608	1	0.42857142857142855	0.4358974358974359	0.73333333333333328	0.5	0.5714285714285714	0.75	0.83333333333333337	0.25	1	0.52631578947368418	0.36363636363636365	0.5714285714285714	0.70588235294117652	0.35714285714285715	0.5714285714285714	0.83333333333333337	

小金

				小金 コガネ

				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		ひ
っ
た
く
り		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		ひ
っ
た
く
り		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ

																						施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ																								施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ

				幸田										0		±0								±0				大金平4丁目										0		- 1								±0

				幸田1丁目										0		±0								±0				大金平5丁目										0		+ 1				1		1		±0

				幸田2丁目										0		±0								- 1				大谷口										0		- 2				1				+ 2

				幸田3丁目										0		±0								±0				平賀		1								1		±0								- 4

				幸田4丁目										0		±0								±0				殿平賀										0		±0				1				±0

				幸田5丁目										0		±0								±0				東平賀		1								1		±0				1				- 3

				中金杉1丁目										0		±0								±0				小金								1		4		- 3				5		2		- 3

				中金杉2丁目										0		±0								±0				小金きよしケ丘１丁目										1		- 1								- 1

				中金杉3丁目										0		±0								±0				小金きよしケ丘２丁目								2		0		+ 2								- 1

				中金杉4丁目										0		±0								±0				小金きよしケ丘３丁目										1		- 1								±0

				中金杉5丁目										0		±0								±0				小金清志町１丁目										0		±0								±0

				大金平1丁目										0		±0				1				+ 1				小金清志町２丁目										0		±0				1		1		+ 1

				大金平2丁目										0		±0								±0				小金清志町３丁目				1				1		0		+ 2								- 1

				大金平3丁目										0		- 1								±0				小金上総町				2						0		+ 2								±0



																												計 ケイ		2		3		0		4		9		- 5				11		4		- 14































秋山1

				二十世紀ケ丘 ニ ジュッセイキ オカ																										東松戸 ヒガシマツド

				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		ひ
っ
た
く
り		電
話
de
詐
欺  デン ワ サ ギ		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		ひ
っ
た
く
り		電
話
de
詐
欺  デン ワ サ ギ		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ

																								施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ																										施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ

				美野里町		0		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				田中新田		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				柿の木町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				紙敷		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				中松町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				紙敷1丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				萩町		0		0		0		0				0		- 2				0		0		±0				紙敷2丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				戸山町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				紙敷3丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				梨元町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				東松戸１丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				丸山町		0		0		0		0				0		±0				1		1		+ 1				東松戸２丁目		0		0		0		0				0		±0				1		0		- 1

				和名ヶ谷		0		0		0		0				0		- 3				0		0		- 1				東松戸３丁目		0		0		0		0				0		- 2				0		0		±0

				大橋		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				東松戸４丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				秋山		0		0		0		0				0		- 1				0		0		- 1				高塚新田		0		0		2		0				2		+ 1				1		1		+ 1

				秋山1丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				秋山2丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

																														秋山3丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0



				計 ケイ		0		0		0		0				0		- 6				1		1		- 1				計 ケイ		0		0		2		0				2		- 1				2		1		±0
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二十世紀ケ丘


東松戸


施 う


錠 ち


な


し


施 う


錠 ち


な


し


美野里町00000±000±0田中新田00000±000±0


柿の木町00000±000±0紙敷00000±000±0


中松町00000±000±0紙敷1丁目00000±000±0


萩町00000- 200±0紙敷2丁目00000±000±0


戸山町00000±000±0紙敷3丁目00000±000±0


梨元町00000±000±0東松戸１丁目00000±000±0


丸山町00000±011+ 1東松戸２丁目00000±010- 1


和名ヶ谷00000- 300- 1東松戸３丁目00000- 200±0


大橋00000±000±0東松戸４丁目00000±000±0


秋山00000- 100- 1高塚新田00202+ 111+ 1


秋山1丁目00000±000±0秋山2丁目00000±000±0


秋山3丁目00000±000±0


計00000- 611- 1計00202- 121±0
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